
令和３年２月 第３０７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-

織田地区の人口

（１月１日現在）

男 １，９８９人

女 ２，１６６人 計４，１５５人

世帯数 １，３８９世帯

講座・教室のご案内 申込先 生涯学習センター TEL ３４－２０００

講座・教室のご案内 申込先 織田分館 TEL ３６－７７１２

白いタイルに「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。節句に

ちなんだ柄を何種類かご用意致します。お好きな物を選んで頂き、オリジナル作品をお部屋

や玄関に飾りましょう♪

【日 時】 ３月９日（火）

午後７時３０分～午後９時

【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】 ２月１９日（金）

【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】 生涯学習センター織田分館 ☎３６－７７１２ 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＞

筆ペン美文字講座

筆ペンで自分の名前やご祝儀袋などの表書

きをきれいに書けたらいいなと思っている人

におススメの講座です。

２回コースでしっかり基礎を学んで、美し

い文字を書くコツを身につけましょう。

【講 師】 久保 彩冬 氏

【日 時】 ２月９日（火）・１６日（火） 午後７時～午後９時

【場 所】 生涯学習センター２階 視聴覚室

【受講費】 ３００円

【持ち物】 筆ペン

【定 員】 １０名程度

【申込先】 越前町生涯学習センター ☎３４－２０００

【締 切】 ２月５日（金）

◎受講中のマスクの着用をお願いします。



◎受講中のマスクの着用をお願いします。

織田信長サミットとは・・・（第二の一回）

今年開催予定の「織田信長サミット」。一度は耳にされたことがあるかと思います。しか

しながら、誰が、何をするの？いつから始まったの？どうして越前町で開催？などなど不明

な点も多いのではないでしょうか。是非とも内容をご理解頂き、「織田信長サミット」を盛

参加する「理由」は、織田信長と何らかのつながりがある、市町

だったからなのです！！

≪福井県越前町≫

旧織田町にある劔神社が織田一族発祥の地で、織田信長の

祖先が神官を勤めていた。

≪山形県天童市≫

織田信長の次男、信雄（のぶかつ）の子孫が群馬県甘楽

町から移り住み、「天道織田家」として明治維新を迎える。

≪静岡県富士宮市≫

武田家討伐の足掛かりとした地で、信長に関する多くの

史跡や地名が残っている。信長の首塚伝承もある。

（第二の二回）につづく！！

サミット参加

理由って？？

令和３年１０月９日・１０日 開（予 定）

講座・教室のご案内 申込先 生涯学習センター TEL ３４－２０００

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。

【日 時】 ２月２４日（水）・２５日（木）・２６日（金）

午後１時３０分～午後３時３０分

【場 所】 生涯学習センター２階 パソコン室

【講 師】 仲保 美智枝 氏（パソコンインストラクター）

【定 員】 ７名（文字入力のできる人）

※３日間の受講をお願いします。

【受講費】 ５００円（テキスト代として）

【申込先】 越前町生涯学習センター ☎３４－２０００
【締 切】 ２月１７日（水）

【その他】 パソコンをお持ちになる方は、バージョンをお知らせください。



※2種類の表現の仕方があります。①→②A又は①→②B

今日から

今から
ぷち手話コーナー

耳の聞こえない人や、聞こえづらい人との会話の手段の一つとして、「手話」が

あります。このコーナーでは、すぐに使える簡単な「手話」をご紹介します。この

機会に「手話」を覚えてみませんか？

体 重

右手のひらで体をま

るくなでる。

左の手のひらに右手の

伸ばした人さし指と中

A B

図書館織田分館からこんにちは！

新着情報

一 般 書 児 童 書

●ヨンケイ!! 天沢夏月

●羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと

●ラストは初めから決まっていた

小手鞠るい

●元彼の遺言状 新川 帆立

●大奥の縁(おれは一万石15) 千野 隆司

●メイド・イン京都 藤岡陽子

●ポスターアート集幻影

ローラン・デュリュー

●とんちき耕書堂青春譜 矢野隆

●神様には負けられない 山本幸久

ほか

★なまはげ 池田まき子

★ネムノキをきらないで 岩瀬成子

★シマフクロウとサケ 宇梶静江

★町にきたヘラジカ フィル・ストング

★わたしは大統領の奴隷だった

エリカ・アームストロング・ダンバー

★しかくいまち 戸森しるこ

★ぼく、仮面ライダーになる! セイバー編

のぶみ

★もしかしたら コビ・ヤマダ

ほか

手のひらを上に向け、

指を向き合わせた両手

をゆっくりおろす。

②①



日 月 火 水 木 金 土

1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日

図書館休館日

2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日

筆ペン講座 ズンバ講座

図書館休館日
セ19:00～2

１:00
文化講演会 セ19:00～20:00

「落語会」 図書館休館日

カ14：00～15：00

2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日

筆ペン講座 ズンバ講座

図書館休館日
セ19:00～2

１:00
セ19:00～20:00

2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日
第１４回ぬくもり
コンサート

パソコン講座
Excel中級

パソコン講座
Excel中級

パソコン講座
Excel中級

生涯学習センター
カメリアホール

図書館休館日 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30 セ13:30～15:30

開演１３:００ 図書館休館日 魚のさばき方教室

糸9：30～12：00

2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日

図書館休館日

3月7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

ポーセラーツ講座

図書館休館日 織19：30～21：00

（生涯学習センター・宮崎・越前・織田・糸生分館　講座等）

※問合せ先

セ ：生涯学習センター ℡３４－２０００ 宮 ：宮崎分館 ℡３２－７７１２

カ：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

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


