
令和２年３月 第２９６号

～ 越前町生涯学習センター 織田分館 ～

〒916-0215 越前町織田36-1 

織田コミュニティセンター内

Tel(0778)36-1111   Fax(0778)36-1117

織田地区の人口

（２月１日現在）

男 ２，０４１人

女 ２，１９４人 計４，２３５人

世帯数 １，３９６世帯

前回は通年飾れるイラストやキャラクターの柄で作りました。作品の一部を紹介します！

一度始めると、

次々と作りたく

なりますよ♪

【日 時】 ３月１６日（月）

午後７時３０分～午後９時３０分

【場 所】 織田コミュニティセンター １階 会議室２

【講 師】 ヴォーグ社認定 ポーセラーツインストラクター

橋本 敬子 氏

【締切日】 ３月９日（月）

【参加料】 2,300円（タイル１枚ほか材料費、額代込み）

※額をお持ちの方は、1,300円（タイル１枚ほか材料費）

【定 員】 １５人

【申込先】 織田コミュニティセンター

３６－１１１１（代表）

教養講座

今回は「端午の節句」の絵柄をつけていきます。初めての方も大

歓迎です。節句以外の絵柄もあります。お好みの柄を選んで、自分

だけのオリジナル作品をお部屋や玄関に飾りましょ♪

タイルの大きさ：15cm角

額の色：茶色（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ）

＜作品イメージ＞

中止となりました



教養講座

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 １０名（文字入力ができる人）

【受講費】 ５００円（テキスト代として）

Ｅｘｃｅｌの便利な関数を使えば、複雑な計算が簡単にできます。

今回は家計簿や収支決算書の作り方について学んでみましょう。

先生が丁寧に教えてくださいます。パソコンのスキルアップを目指している人はぜひご参加ください。

会場・申込先 申込締切

越前町生涯学習センター
ＴＥＬ３４－２０００

３／９（月）

開催日時

３／１１（水）・１２（木）・１３（金）
　午後１時３０分～３時３０分

塩麹としょう油麹を使った野菜やお肉の料理を試食したあと、実際に

塩麹としょう油麹を作りました。食材に合わせた麹の作用で料理が美味

しくなることがわかり、皆さん熱心に取り組んでいました。

パソコンの持ち込みＯＫです。

バージョンをお知らせください。

「塩麹としょう油麹の使い方」

「ちょっと贅沢な味噌づくり体験」終了しました

教養講座開催しました

豚肉と白菜を塩麹とレ

モンで煮たお鍋の試食

も大好評でした♪

材料は、織田地区平等産の大豆と平等産のお米を使った麹と自然塩です。

前日に煮ておいた大豆を手のひらを使って潰し、塩と麹を混ぜて容器に詰

めていきます。地元産で手作りのお味噌、出来上がりが楽しみですね♪

地域コミュニティふれあい部会

豆を手でつぶすの

は新鮮！子どもたちも

頑張っていました

中止となりました



図書館織田分館からこんにちは！

【新着情報】

がつ にち すいようび じ ふん

いつ？どこで？ 3月25日 水曜日 あさ10時30分から
おたぶんかれきしかん

織田文化歴史館

ふくいそうごうしょくぶつえん まつもと じゅん えんちょう

だれが？なにを？ 福井総合植物園プラントピア 松本 淳 園長
たけ

おはなし 『ふしぎな しょくぶつ 竹』

にじ えほん ろうどく

おはなしひろば“虹”のみなさん の 絵本の朗読

プレゼントが

もらえるよ！

たのしみにね。

(対象：小学生、年中・年長園児)

＜一般書＞

●海の十字架 安部 龍太郎

●親方と神様 伊集院 静

●ねなしぐさ 乾 緑郎

●ドミノin上海 恩田 陸

●まむし三代記 木下 昌輝

●国道食堂1st season 小路 幸也

●君がいないと小説は書けない 白石 一文

●大学生が狙われる50の危険

三菱総合研究所ほか

ほか

＜児童書＞

★朔(さく)と新(あき) いとう みく

★しらゆきちりか ちっちゃいな

薫 くみこ

★おもいではきえないよ ジョセフ・コエロー

★ちらしずし はまの ゆか

★はじまりはたき火 まつむら ゆりこ

★ノブーナガ 丸山 誠司

★きょうからほいくえん

エヴァ・モンタナーリ

ほか

お問合せ先：図書館織田分館（３６－２２８８）

春休み おはなしひろばスペシャル

中止となりました



日 月 火 水 木 金 土

3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日
冬季スポーツ
フェスタ2020

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

織田小体育館
受付9：00～

織19:00～21:00 織19:00～21:00 織19:00～21:00 

図書館休館日

3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

パソコン講座
家計簿マスター

どよう
おはなしひろば

図書館休館日
セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 図書館織田分館

14:00～14:30

3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日

ポーセラーツ講座
織19：30～21:30

筆ペン美文字
講座

セ19:00～20:30

図書館休館日

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日

筆ペン美文字
講座

おはなしひろば
スペシャル

図書館休館日 セ19:00～20:30 図書館織田分館
10:30～

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

図書館休館日

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

第１１回芸能祭
陶芸村文化交流会館

開演13:00

春分の日

※問合せ先

セ ： 生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ： 宮崎分館 ℡３２－７７１２

カ ： 朝日多目的ホール（カメリアホール） ℡３４－２０００ 越 ： 越前分館 ℡３７－７７１２

糸 ： 生涯学習センター 糸生分館 ℡３４－５００１ 織 ： 織田分館 ℡３６－７７１２

織田文化歴史館・図書館 織田分館 ℡３６－２２８８

織田地域コミュニティ運営委員会事務局 ℡３６－１１１１

バックナンバーと他の地区の生涯学習センターだよりが町のホームページでご覧いただけます
越前町公式ホームページ → 広報 → 生涯学習センターだより

中止となりました

中止となりました

中止となりました

中止となりました


