
越前地区の人口（３月１日現在）
４，１６２人 （男 ２，０１４人、女 ２，１４８人）

前月より１４人減

世帯数 １，５９３世帯

編集発行 越前町生涯学習センター
越前分館

福井県丹生郡越前町道口1－24－1
TEL0778-37-7712 / FAX0778-37-1301

講座・教室のご案内

☆★☆ 講座を受講するときは必ずマスクの着用をお願いします。☆★☆

生涯学習センター各館で今年度開催予定の講座をご紹介します。

お住まいの地区に限らず、どの開催場所の講座も受講できますので、

お気軽にお申込みください。

詳しい募集時期と内容は、毎月の各館のセンターだよりでお知らせします。

※ 中止・変更となることがあります。ご了承ください。

講座名 実施月 時間 場所

ポーセラーツ講座 ５／２７（木） 午後７時３０分～９時 生涯学習センター織田分館

からだ引き締めエクササイズ講座 ５／１３（木）・５／２０（木） 午後２時～３時 生涯学習センター

ハーブ石けんづくり講座 ６／１２（土） 午後１時３０分～２時３０分 生涯学習センター宮崎分館

健康ストレッチ講座 ６／１６（水）・６／２３（水） 午後２時～３時 生涯学習センター

パソコン講座　Excel初級 ６／２３（水）～６／２５（金） 午後７時～９時 生涯学習センター宮崎分館

ライフ・アカデミー共催講座
「親子でワクワク　算数・数学おもちゃ箱」

７／３（土） 午後１時３０分～３時 生涯学習センター

ハープ体験講座 ７月下旬 午後７時～８時３０分 生涯学習センター宮崎分館

『ギャラリーありそ』が、パワーアップして再開します。

前回と同様に月替わりで書道や絵画を展示する以外に、今月から玄関左手にあ

りますガラスショーケースにも、ビーズや編み物などを展示します。

今月は、ロビーに『fun-mee 書道教室』と『さつき会』の布ぞうり、ガラス

ショーケースには、ビーズクラブの作品が展示されます。

みなさん、力作の数々をぜひお楽しみに！！

★ 各サークルの発表やスポーツ団体の試合の様子など、モニター放送も随時募集中です!!



講座・教室のご案内

☆★☆ 講座を受講するときは必ずマスクの着用をお願いします。☆★☆

生地を丸めて、コネコネして・・・。

パン屋さん気分で惣菜パンとドーナツを作りましょう♪♪

【日 時】 令和３年４月２５日（日）９時３０分～１２時

【場 所】 越前コミュニティセンター １F 調理室

【講 師】 鈴木 留美子 氏（Ａ dopo ）

【材料費】 １，０００円

（惣菜パンとドーナツが７個～８個出来上がります。）

【定 員】 ７名程度

※ 小学４年生以上を対象としています。

【締 切】 ４月１６日（金）

【申込先】 生涯学習センター越前分館 ℡ 37-7712
写真はイメージです。

越前地区のがんばっている

子どもたちを紹介している

「がんばれ！キッズ！！」

第２回は「越前男子ＪＶＣ」

をご紹介します。

越前男子ＪＶＣは越前地区・織田地区の３年生１名、

４年生１名、５年生５名、の７名で、火曜日、木曜日、

日曜日の週３回、越前中学校で活動しています。

今は６年生がいなく、他のチームよりも全体的に小柄で

すが、来年には県大会優勝するべく、毎日の練習で声を出

し、汗を流し、時々涙も流しながら、日々成長しています。

ボールを追いかけ、走り回る姿に期待せずにはいられま

せん。

この７人の小さな巨人たちの活躍に乞うご期待！！です。

随時、団員を募集しています。興味のある方はぜひ、見学に来てください！！

【問合せ先】 会 長 松山 080-1958-0114



～ マ マ 友 倶 楽 部 ～
この「倶楽部」は、コミュニティセンターの一室を子育て中のお母さんに開放するものです。

☆赤ちゃんがグズってお散歩に出掛けたいけど、お天気が悪くてダメな時

☆ママ友とおしゃべりしたいけど、お家にお邪魔するのはちょっと気を使ってしまう時

☆育児の悩みを誰かに相談したいなぁという時

こんな時に、ぜひご利用ください。

４月の開放日 毎週水曜日 10:00～15:00

～みんなでつくる地域コミュニティ～

越前地域コミュニティ運営委員会

★ ご利用の際は ★

コミュニティ窓口にお声掛け

いただき、検温と利用者名簿の

記入、マスクの着用に

ご協力お願いします。

※対象年齢 生後2ヶ月～

ベビーヨガ

スキンシップを通して信頼関係が深まります

日 時 ４月７日（水）10:30～

講 師 古木 愛望 氏

参加費 無料

季節の英語ベビーヨガ

季節に合わせた英語の歌や声掛けで楽しくスキンシップ

日 時 ４月２１日（水）10:30～

講 師 古木 愛望 氏

参加費 ５００円（テキスト代）

持ち物 バスタオルかひざ掛け

からだにやさしいおやつ作り

グルテンフリーの赤ちゃんにも安心して食べられるお菓子作りです

日 時 ４月１３日（火）13:30～

講 師 古木 愛望 氏

参加費 1,000円 定 員 ４名【要予約】

持ち物 エプロン・ハンカチ

4月のこよみ本 「 グリーンを楽しもう！ 読んで♪育てて♬～」

ガーデニングや山菜採りなどが楽しい季節になりました。「野菜作りの本はありますか?」などのリクエストを

多くいただいています。植物関連の本を展示します。

【一般書】

●自然菜園で育てる健康野菜 （★新刊） 新田 穂高 著

●藤田智の新野菜づくり大全 藤田 智 監修

●ベニシアの庭づくり ハーブと暮らす１２か月 べニシア・スタンリー・スミス 著

【児童書】

♥やさい 平山 和子 作

♥おむすびさんちのたうえのひ かがくい ひろし 作

♥よもぎだんご さとう わきこ 作

４月２５日の「パンづくり講座」に合わせ、パンにまつわる本を図書館にて展示しますのでお気軽に

ご利用ください。

【一般書】●だれにでもできる本格パン 島津 睦子 著

【児童書】♥せかいのパン ちきゅうのパン かこ さとし 著 他にもあります。

越前町立図書館 越前分館だより

🍞 講座テーマの本を展示します 🍞



日 月 火 水 木 金 土

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日

図書館休館日

4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日

図書館休館日

4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日

図書館休館日

4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日

図書館休館日

4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 5月1日

パンづくり講座

越9：30～12：00 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）

※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

えちぜん 福祉のチカラ （モニター放送）

えちぜん 福祉のチカラ （モニター放送）

越前夏まつり２０１５ （モニター放送）

越前夏まつり２０１５ （モニター放送）

昭和の日

越前夏まつり２０１６ （モニター放送）


