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福井ライフ・アカデミー主催講座
ユー・アイ ふくい
○ゆうあいシアター「みすゞ」
○気象情報の活かし方～その時、何が必要か～

若狭図書学習センター
○日本の祭り 松上げ

福井ライフ・アカデミー本部
写真：おおい町 野鹿の滝
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ユー・アイ ふくい

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
【問合せ先】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【７ 月】
ゆうあいシアター②

上映日

７月５日（金）・６日（土）

『みすゞ』
上映スケジュール
本作品は平成２９年１０月にゆうあいシアター
で上映させていただき、「みすゞの純粋な生き方
に、熱いものがこみ上げてきた」などの感想をい
ただきました。
天才童謡詩人、金子みすゞ。自然の風景をや
さしく見つめ、優しさにつらぬかれた彼女の作品
の数々は、２１世紀を生きる私たちに大切なメッ
セージを伝え続けています。

第１回…５日（金）１４：００～１５：５０
第２回…５日（金）１９：００～２０：５０
第３回…６日（土）１０：００～１１：５０
第４回…６日（土）１４：００～１５：５０
※同じ作品を４回上映します。

定員 各回６０名
入場無料

ふるさと未来講座「自然科学」①

『気象情報の活かし方
～その時、何が必要か～』

日時

７月２７日（土）
１４：００～１５：３０

講師 気象予報士・防災士

二村 千津子
気象庁から発表される気象情報は日々見直さ
れ、より役立つ情報へと進化しています。最新の
“使える”気象情報、どんな時にどんな情報を知
るべきか… など、具体的にお話しします。
また、年々暑くなる福井の夏。どのくらい暑く
なっているのか、これからも暑くなるのか、地球温
暖化の影響は…？毎年のように起こる集中豪雨。
珍しくなくなった気温４０℃。そうした異常気象の
原因などについてもお伝えします。

定員 ６０名
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ユー・アイ ふくい

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
【問合せ先】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【８ 月】
ふるさと未来講座「現代社会」①

『国際情勢の変化と海上保安庁の取組み
～平和で豊かな海を次世代に～』

日時

８月３日（土）
１０：００～１１：３０

講師 （一財）海上災害防止センター
理事長

中島 敏
法の下、自由で開かれ安定した海洋
の実現に向け、海上保安庁の役割が
益々重要となっています。その実現に
向けた海上保安庁の国際連携・協力
関係強化の取組み等を紹介していた
だきます。

ゆうあいシアター③

定員 ６０名

上映日

８月９日（金）・１０日（土）

夏休みこどもシアター
上映スケジュール
上映作品
第１回 第４回
・「子どもどうぶつ劇場フクロウ」
・「子どもどうぶつ劇場エゾシマリス」
・「自然なぜなに？���図鑑 アリ」
・「自然なぜなに？���図鑑 クワガタムシ」
第２回 第３回
・「トムとジェリー」
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第１回… ９日（金）１０：００～１１：４０
第２回… ９日（金）１３：００～１４：４０
第３回…１０日（土）１０：００～１１：４０
第４回…１０日（土）１３：００～１４：４０
定員 各回６０名
入場無料

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
FAX 0776-41-4201

ユー・アイ ふくい 【問合せ先】 TEL 0776-41-4206

【８ 月】
ふるさと未来講座「自然科学」②

『福井の美しい星空を守るには
～人工衛星からのデータが
私たちの暮らしを変える～』
この福井県でも都市部では光害により美しい
星空が失われつつあります。今年、福井発の人
工衛星がとらえたデータをもとに、屋外照明など
人工的に放出される光の量の調査分析を行い、
美しい星空を保護する活動につなげようとする
プロジェクトが始まろうとしています。豊かな福井
の自然のひとつ“美しい星空”を守る活動を学
びます。

日時

８月３０日（金）
１４：００～１５：３０

講師 福井工業大学
工学部 電気電子工学科
教授

中城 智之
定員 ６０名

主催が「生活学習館（ユー・アイ ふくい）」の場合
【問合せ先】
〒�������� 福井市下六条町����
��� ������������
��� ������������
メール：�������������������������

【���・メール内容】
●タイトル「講座名」第○回
●お名前・ふりがな
●年齢
●お電話番号
●メールマガジン配信ご希望の有無
（ 希望 ・ 済み ・ なし ）
●ゆうあいシアターのみ希望される回

【申込み方法】＊下記のいずれかの方法で
①まなびぃネットふくい（ホームページ）
「まなびぃネットふくい」で検索
→ 参加したい講座をクリック → 画面下「申し込む」をクリック
②電話
③ＦＡＸ
④メール
⑤窓口直接

※「ゆうあいシアター」のお申込みは、②～⑤の方法で受付けております。
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①電話 ②ＦＡＸ ③窓口直接
若狭図書学習センター 【申込み方法】
【問合せ先】 TEL 0770-52-2705 FAX 0770-52-2715

【７ 月】
ふるさと未来講座「芸術・文化」①

日時

７月６日（土）
１３：３０～１５：００

『日本の祭り 松上げ』

講師 民俗研究者

小畑 紘一
「松上げ」は、主としておおい町（旧名田庄村）から
小浜市東部を流れる南川沿いの村々で地蔵盆乃至
二百十日の日に行われ、目的は、愛宕権現への献灯
または風よけ祈願といわれています。「松上げ」と称す
る祭りは、若狭地方のみですが、高い柱の上の籠に
向けて松明を投げ上げ点火する祭りは、名前を変え
て全国で見ることが出来ます。この様式の祭りを学術
用語で「柱松」と言います。講演では、柱松がどこで、
いつ、何の目的で行われているかを紹介し、「松上
げ」の特徴を探りたいと思います。
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定員 ４０名

【申込み方法】 ①電話
①電話 ②ＦＡＸ
②ＦＡＸ ③窓口直接
③窓口直接
若狭図書学習センター 【申込み方法】
【問合せ先】
TEL
0770-52-2705
【問合せ先】 TEL 0770-52-2705 FAX
FAX 0770-52-2715
0770-52-2715

【８ 月】
ふるさと未来講座「自然科学」①

日時

８月３日（土）
１４：００～１５：３０

『月の科学の最前線～月のうさぎと地球風』

講師 大阪大学大学院理学研究科
宇宙地球科学専攻 教授

寺田 健太郎
アポロ１１号が月面に着陸してから５０年。大阪
万博で月の石が展示されてから４９年。今また、
月面有人探査の計画が立ち上がった「月」。
月のうさぎは何歳？地球から酸素の風が吹いて
いる？など、月を見る目がガラッと変わります。他
の人に話したくてたまらなくなる最新のお話です。

定員 ４０名

主催が「若狭図書学習センター」の場合
【問合せ先】
〒�������� 小浜市南川町����
���� ������������
��� ������������
【申込み方法】＊下記のいずれかの方法で
①電話
②ＦＡＸ
③窓口直接
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� ※講座内容等は変更になることもあります。詳細は、実施機関にお問い合わせください。

【福井・高志地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
＜共催＞
笑って笑ってストレス解消
仁愛大学 非常勤講師 山村 恵子
７月３日（水）１３：３０～１５：３０
� 【会】アオッサ ６階 レクリエーションルーム
「笑う門には福来たる」のことわざ通り、笑いと運動により健康寿
命を高めるための講座です。講義と椅子に座ったままの簡単な実
技により、口角を上げ、筋肉を鍛えるコツなどを学びます。シニア世
代特有の生活や健康に対する不安解消の一助になることでしょう。

＜共催＞
宇宙から見える「ふるさと福井」 ～何が見える？何が分か
る？～
福井工業大学 教授 青山 隆司
�
８月７日（水）１３：３０～１５：３０
【会】アオッサ ６階 ６０１研修室

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・はがき
【料】無料
【定】８０名
福井市中央公民館
福井市手寄１－４－１
アオッサ５階
ＴＥＬ(０７７６)２０－５４５９
ＦＡＸ(０７７６)２０－１５３８
【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・はがき
【料】無料
【定】８０名

人工衛星から見える画像から、「何が見えるのか」を検証し、北陸
周辺の自然環境を宇宙からの画像で解説します。

【対】一般
【申】不要
【料】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障害者手帳等を
福井空襲後、福井震災前の福井市街地が撮影されたカラー写真 お持ちの方とその介護者１名
と、被災状況のカラー写真を展示します。
は無料）
【定】なし

写真展 カラー写真が伝える 震災前後の福井
６月８日（土）～９月１日（日）９：００～１７：００
� 【会】福井県立歴史博物館 １階 エントランスギャラリー

第１回特別公開展 明智光秀と戦国越前 ～光秀、一乗に
来たる～
４月２７日（土）～７月３日（水）９：００～１７：００
� （入館は１６：３０まで）
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

【対】一般
【申】不要
【料】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障害者手帳等を
お持ちの方とその介護者１名
戦国の荒波を奔走したなぞ多き人物、 明智光秀。彼は、朝倉義
は無料）
景と同時代を生き、越前国で一時期過ごしたといわれています。光
【定】なし
秀と越前のつながりを県内外の歴史資料をもとに紐解きます。

シニアいきいきセミナー あたまイキイキ音読教室
福井県立図書館 職員
� ７月３日（水）１０：００～１１：００
【会】福井県立図書館 研修室
文学作品等を参加者全員で一緒に声に出して読みます。

ライブラリーコンサート 夏のうたごえコンサート ～星めぐ
りと海のメドレー～
アンサンブルｍｉｒａｉ
� ７月１５日（月・祝）１３：３０～１４：３０
【会】福井県立図書館 多目的ホール
女声コーラスによる爽やかな歌声で、子どもから大人まで、夏に楽
しんでいただける曲を演奏します。
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福井県立歴史博物館
福井市大宮２－１９－１５
ＴＥＬ（０７７６）２２－４６７５
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４
�������������������������������

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館
福井市安波賀町４－１０
ＴＥＬ（０７７６）４１－２３０１
ＦＡＸ（０７７６）４１－２４９４
������������������������

【対】７０歳以上の方
【申】不要
【料】無料
【定】１５名
福井県立図書館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】１００名程度

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

特集展示 祝・荒川洋治氏 恩賜賞・日本芸術院賞受賞
５月２４日（金）～８月２１日（水）
【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
�
坂井市出身の現代詩作家、荒川洋治氏が２０１８年度恩賜賞・日 【料】無料
本芸術院賞の受賞者に決定しました。これを記念して、荒川氏の著 【定】なし
作や業績を紹介します。

特集展示 加古里子の世界（第２部） 美しい自然と宇宙
６月２８日（金）～８月２１日（水）
� 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
大自然とふれあう機会の増える夏休みにあわせ、山河や宇宙をと 【料】無料
りあげた絵本を紹介します。地球や大宇宙などを描いた複製原画を 【定】なし
お楽しみください。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
福井の夏の風物詩を取り上げた随筆や詩歌、小説を紹介します。 【定】なし

特集展示 ふくい文学夏日和
６月２８日（金）～９月１１日（水）
�
【会】福井県ふるさと文学館

夏季企画展 生誕１００年 水上勉展 ～生きるということ～
【対】一般
７月２０日（土）～９月２３日（月・祝）
【申】不要
�� 【会】福井県ふるさと文学館
多彩な著作の中から、生きとし生けるものをあたたかくみつめた作 【料】無料
品や、生きるということの本質に迫った作品を中心に取り上げ、水上 【定】なし

福井県ふるさと文学館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６６
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８６１
���������������������������

勉の軌跡とともに紹介します。

第1回 文章講座 楽しみながら文章を書く
山岳エッセイスト 増永 迪男
�� ７月２７日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館 研修室
文章の書き方のコツやテクニックを学ぶ講座の１回目です。

文学キネマ はなれ瞽女おりん
７月２８日（日）１３：３０～１５：３０
��
【会】福井県ふるさと文学館 映像コーナー
水上勉原作の映画「はなれ瞽女おりん」を上映します。

【対】一般
【申】ふるさと文学館カウン
ター・電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

【対】一般
【申】ふるさと文学館カウン
ター・電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】４０名
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

福井大学公開講座
医学部講演会
テーマ１． 良い睡眠でこころも身体も元気に
福井大学 医学部 教授 小坂 浩隆
テーマ２． 知っておきたい「くすり」の話
福井大学 医学部附属病院 教授 後藤 伸之
７月６日（土）１０：００～１２：２５
【会】福井大学文京キャンパス アカデミーホール
テーマ１．「良い睡眠でこころも身体も元気に」
生きている時間の２５－３５％も占める睡眠は、当然、ヒトには重
�� 要な役割を担っています。その睡眠のリズムが乱れる、質のいい睡
眠がとれない、睡眠中にみられる病的な症状の問題は、小児から
高齢者まで全世代に共通しています。私たちがよりよい睡眠を確保
し、よりよい生活を送れるようにするにはどうしたらいいでしょうか。
睡眠に対して、一緒に考えてみましょう。
テーマ２．「知っておきたい『くすり』の話｣
くすりは、あなたの体調を整え、病気を回復に向かわせます。けれ
ども、効果と同じように副作用も併せもっています。また、適切に使
用しないとその効果を発揮できないばかりか、思わぬ副作用が現れ
ることもあります。くすりのベネフィットとリスクをしっかり知っておく必
要があります。くすりの歴史、くすりが果たしてきた役割、くすりを適
正に使うための留意点についてお話しします。

福井大学公開講座
がんについて学ぼう！ ～自分のため、家族のために～
奈良県立医科大学 医学部 教授 長谷川 正俊、福井大
学 医学部附属病院 特命助教 児玉 麻衣子 ほか
７月１３日（土）１３：３０～１６：３０
�� 【会】アオッサ ７階 大学連携センター「Ｆスクエア」
現在日本では、２人に１人はがんにかかる時代です。がんが身近
な病気となっている今、みなさんが気をつけたり、できたりすることは
なんでしょうか。がん教育の先進県より、有名な長谷川先生を招い
て、話を伺います。がん教育に関わる教育者・医療者向けに、奈良
県のがん教育の取り組みもご紹介いただきます。

参加申込・対象 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・郵送・ホーム
ページ
６月６日（木）ＡＭ９：００～
７月２日（火）
【料】無料
【定】先着１００名

【対】一般（中学生・高校生、
がん教育に携わる教職員・医
療者）
【申】電話・ＦＡＸ・郵送・ホーム
ページ
６月１３日（木）ＡＭ９：００～
７月９日（火）
【料】無料
【定】先着３０名

福井大学公開講座
Ｗｉｎｄｏｗｓ１０とＭＳ－Ｏｆｆｉｃｅ２０１６、
モラルとセキュリティを基礎･基本から学ぶ講座
【対】一般
福井大学 教育学部 教授 塚本 充 ほか
【申】電話・ＦＡＸ・郵送・ホーム
７月２０日（土）１０：００～１６：００
ページ
�� 【会】福井大学文京キャンパス 総合情報基盤センター 第１ ６月２０日（木）ＡＭ９：００～
端末室
７月１６日（火）
ふだんからパソコンを利用していても、我流だったり、なんとなく
【料】無料
使っていたりする人を対象にＷｉｎｄｏｗｓ１０やＭＳ－Ｏｆｆｉｃｅ２０１６の 【定】先着２５名
基本とやや高度な使い方(画像加工・差込印刷・Ｅｘｃｅｌマクロなど)を
学びます。また、情報セキュリティやモラルに関する危険な事例を紹
介し、留意事項について解説します。

福井大学公開講座
豆本の愉しみ ～福井の郷土豆本～
福井大学 語学センター 准教授 膽吹 覚
７月２０日（土）１０：３０～１２：００
�� 【会】福井大学文京キャンパス 総合図書館

【対】高校生以上
【申】電話・ＦＡＸ・郵送・ホーム
ページ
６月２１日（金）ＡＭ９：００～
「豆本」は手のひらに収まるサイズの本です。この講座では講師 ７月１６日（火）
の解説のもと、本学総合図書館が所蔵する『ゑちぜん豆本』を受講 【料】無料
者の方々に実際に手にとって見ていただき、福井ならではのライン
【定】先着２０名
ナップをはじめ、郷土の素材を使った装丁や、遊び心満載の趣向を
楽しんでいただきたいと思っております。
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主催・問合せ・申込先 等

福井大学地域創生推進本部
（地域連携推進課）
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０
ＦＡＸ（０７７６）２７－８８７８
������������������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
福井県立大学 公開講座
アンケート調査の設計と分析の基本 ～ちゃんと分析しな
きゃ、できなきゃもったいない～
福井県立大学 看護福祉学部 教授 塚本 利幸
第１回 調査仮説を確かめるための手順
７月２日（火）１９：００～２1：００
第２回 統計的な検証のロジック
７月９日（火）１９：００～２1：００
��

第３回 変数と尺度－データの情報量と分析の手法－
７月１６日（火）１９：００～２1：００
第４回 エクセルを使った統計的分析の実践
７月３０日（火）１９：００～２1：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般・専門分野関係者
（行政職員などでアンケート
の実施・分析を予定されてい
る方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名
※Ｅｘｃｅｌが利用できるノートＰ
Ｃを、ご持参いただければ、よ
り実践的な形でデータの分析
手法を体験していただけま
す。第４回で使用いたします。

アンケート用紙の作り方、データの分析の仕方などの初歩的な知
識の有無によって、調査から引き出せる情報の質と量は大きく変わ
ります。時間や手間をかけてアンケートを実施するのですから、ちゃ
んと分析できるようになりましょう。

福井県立大学 公開講座
ヨーロッパ中世の文化と生活 ～ホイジンガ『中世の秋』を
読む～
福井県立大学 非常勤講師 近藤 壽良
�� 第５回 ７月３日(水）１９：００～２１：００
【会】ハピリン ２階 福福小屋

【対】一般(大学生以上）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
名著として名高いオランダの歴史家ホイジンガの『中世の秋』が出 【定】３０名

版されて１００周年になる今年、本書を一緒に読みながら、ヨーロッ
パ中世末期の文化や生活に思いをはせつつ、歴史を知る楽しさ、面
白さ、想像力の大切さを学びましょう。

福井県立大学 公開講座
障害福祉に携わる支援者向け基礎講座
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 橋本 直子、講師
相馬 大祐、社会福祉法人かすみが丘学園 講師
第１回 ７月４日（木）、第２回 ７月１８日（木）、第３回 ８月１
�� 日（木）、第４回 ８月２９日（木）、第５回 ９月１２日（木）、第
６回 ９月２６日（木）各回１９：００～２１：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
障害福祉分野に従事して２年～５年程度の方を対象に、障害福
祉実践に必要な価値、知識、技術の修得を目的とした６回シリーズ
の講座です。

福井県立大学 公開講座
会計学入門講座
第３回 ＧＡＦＡと国際租税回避
福井県立大学 経済学部 教授 木下 和久、名誉教授 中
居 文治
�� ７月４日（木）、７月５日（金） 各回１８：３０～２０：３０
７月６日（土）９：３０～１１：３０
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 共通講義棟 Ｌ１０４

福井県立大学（永平寺キャンパ
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
�����������������

【対】専門分野関係者（従事し
て２年目から５年目の方〔事
業所・自治体等〕）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１８名
※ ６日間、全日程の参加が
必須です。

【対】一般（大学生以上）、専
門分野関係者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

会計は私たちの生活の中で大切な役割を果たしています。会計
の基礎的な内容を学ぶことで、最近のニュース・話題について、「な
ぜ？」が「なるほど！」に変わります。
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

福井県立大学 公開講座
自尊感情回復講座 ～気持ちがラクになるコミュニケーショ
ン術～
福井県立大学 看護福祉学部 教授 北 明美、オフィス
「想」ネットワーク 主宰 中野 満知子
第２回 アサーティブトレーニング応用講座
７月６日（土）１３：００～１７：３０、７月７日（日）１０：００～１７： 【対】一般（大学生以上）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
００
【料】テキスト代 第２回1,500
��
円、第３回 入門1,600円、実
第３回 トゥルーカラーズ入門・実践（コミュニケーション）
７月２０日（土）１３：００～１７：３０、７月２１日（日）１０：００～ 践2,000円
【定】２０名
１７：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 看護福祉学部棟 N
２０１
「伝わるように、伝えられる」力をつけると、人間関係は劇的に改
善し、自尊感情も確立していきます。そのためのコミュニケーション・
スキルをエンターテイメント型・参加型トレーニングで楽しく学びま
しょう。

福井県立大学 公開講座
宇宙科学最前線 ～はやぶさ２から重力波検出まで～
福井県立大学 学術教養センター 教授 中村 匡
第１回 ７月１０日(水）、第２回 ７月１７日（水）、第３回 ７月 【対】一般（中学生以上）
２４日（水）、第４回 ７月３１日（水）各回１９：００～２１：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
�� 【会】福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
【料】無料
近年、宇宙科学分野は飛躍的な発展を遂げています。今回の講 【定】各回２０名
座では、物理や数学等の難しい話はさて置き、冥王星の探査、はや
ぶさ２の小惑星着陸、重力波の検出など、ニュースでも話題になっ
た事例を中心に、宇宙科学のロマンと面白さについてお話ししま
す。

福井県立大学 公開講座
食べること・飲み込むこと ～誤嚥性肺炎の予防法～【口腔
ケア編】
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 成田 光江
医師・歯科衛生士・福井県歯科医師会
【対】一般（ご自宅で介護され
ている方など）・専門分野関
①永平寺町開講 ７月１３日（土）１３：３０～１５：００
係者
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 地域経済研究所
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】各回３０名
�� ②福井市開講 ７月２０日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県立病院 エントランスホール
※講師は一部異なりますが、
３回とも同じ内容で開催しま
③永平寺町開講 ７月２７日（土）１３：３０～１５：００
す。皆さんが受けやすい日
【会】福井県立大学 永平寺町・新町ハウス
時・場所でお申込みください。
私達が生活する地域には、乳幼児から高齢者まで、障害や疾病
など様々な要因から、在宅で療育・療養が必要な方々がたくさんい
ます。この講座では、そうした全年代・全領域のケアが必要な人々
をサポートするご家族の方や専門職の方等を対象に、口腔ケアを
実際に体験する演習を行う事で、誤嚥や誤嚥性肺炎の予防につな
げます。
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福井県立大学（永平寺キャンパ
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
�����������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

福井県立大学 公開講座
食品研究の最前線！ ～健康増進機能・嗜好性機能研究
の現状と展望～
第２回 海藻はなぜ体に良いのか？
福井県立大学 生物資源学部 教授 村上 茂
７月１３日（土）１０：００～１２：００
【会】ハピリン ２階 福福小屋
第３回 体によいタウリンの効果とは？
福井県立大学 生物資源学部 准教授 伊藤 崇志
�� ７月２０日（土）１０：００～１２：００
【会】ハピリン ２階 福福小屋

【対】一般(高校生以上）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２５名

第４回 福井県産ソバの新たな機能
福井県立大学 生物資源学部 准教授 高橋 正和
福井県食品加工研究所 主任研究員 杉本 雅俊
７月２７日（土）１０：００～１２：００
【会】アオッサ ６階 ６０２研修室
昨今、目覚ましい発展を続けている食品機能の研究。この講座で
は、食品の健康増進機能や嗜好性機能に関する研究成果の現状と
発展性について、関連の食材や加工品の試食などを交えながらご
紹介します。

福井県立大学 公開講座
福井の歴史・文化・経済の背景を探る ～地域の持続的発
展に向けた経営分析～
福井県立大学 地域経済研究所 特任教授 南保 勝
第１回 古代から近世・明治期へ－福井県の産業を振り返
る－
７月１９日（金）１８：３０～２０：００
第２回 福井県の経済の「今」を知る
７月２６日（金）１８：３０～２０：００
��
第３回 これからの時代をどう生きるか－令和期の地域経
済を考える－
８月９日（金）１８：３０～２０：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 地域経済研究所

福井県立大学（永平寺キャンパ
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
�����������������
【対】一般（高校生以上）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

福井県はものづくりが盛んで、共働きが多く、勤勉で我慢強い県
民性が特徴です。そんな福井がどのようにして作られてきたのか、
皆さんはご存知でしょうか。地方創生が叫ばれる今、地方が生き残
るためのキーワードは、その土地固有の特色、「文化」です。この講
座では、歴史に沿って福井県民が育んできた文化と産業を学び、こ
れからの時代に求められる地域経済の在り方を考えます。

福井県立大学 公開講座
健康は、足先から！イキイキ生活するためのフットケア ～ 【対】一般（大学生以上）
日ごろの足のお手入れを見直してみませんか？～
【申】電話・ＦＡＸ・メール
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 佐藤 文
【料】無料
７月２０日（土）１３：３０～１５：３０
【定】３０名
�� 【会】アオッサ ６階 ６０２研修室
【備】タオル１枚と日ごろ使用
足は、わたしたちが日常生活を営むためにとても重要な役割をし している爪切りをお持ちくださ
ています。自分の足で立って、歩く。当たり前のことなのですが、そ い。
れができなくなると、困りごとが増えます。そこで、今回、足のはたら
きを知っていただき、足つめのお手入れ方法、足ゆび体操を一緒に
してみましょう。
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
福井県立大学 公開講座
あなた自身の看護実践や指導の実際は宝の宝庫！ ～実
践から学ぶ術を高めよう～
福井県立大学 看護福祉学部 教授 寺島喜代子、准教授
赤川 晴美、助教 竹内 智子
第２回 ７月２７日（土）、第３回 ８月２４日（土）各回９：３０～
�� １２：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 看護福祉学部棟 N
２０１

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】専門分野関係者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】各回２０名

福井県立大学（永平寺キャンパ
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
�����������������

貴重な看護実践やスタッフ、学生の指導の経験を振り返ることは
ありますか？日々の看護や指導を問い直すことは自分自身の教育
力を高めることです。事例検討や実践場面をワークショップをとおし
て振り返り、学びを深めましょう。

大人の水泳レッスン ～これから水泳をはじめようと思う方
対象～
福井工業大学 スポーツ健康科学科 講師 野尻 奈央子
７月１日（月）１９：００～２０：００
�� 【会】金井学園スイムクラブ（福井アカデミアホテル内）

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・郵送
【料】９００円（プール使用代と
して）
【定】１０名
これから水泳をやってみようかな、と考えている方のためのレッス 【備】水着、スイムキャップ、
ン。２５ｍを泳げるようになることを目標として、水中ウォーキング、
ゴーグル、バスタオル等をご
基礎的な水中運動を実施します。ストレッチ、休憩を挟みながら６０
福井工業大学 地域連携研究
持参下さい。
分間。体力に自信のない方でも安心して参加してください。
推進センター
福井市学園３－６－１
ＴＥＬ（０１２０）９９－７３６１
ＦＡＸ（０７７６）２９－７８４３
福井の公共空間をデザインする（デザイン学科主催講座）
�����������������������
福井工業大学 デザイン学科 教員
７月２７日（土）１３：３０～１６：００
【会】福井市にぎわい交流施設 ハピリンホール

【対】一般、学生
【申】電話・ＦＡＸ・メール・郵送
�� ２０２３年春（２０２２年度末）には新幹線福井駅開業を控えており、
【料】無料
さらに福井のまちは大きく変わる可能性を秘めています。この福井 【定】１００名
のまちづくりのあり方について、様々な分野で活躍する方々を交え
て皆さんで考えていきたいと思います。（本講座は福井市との共催
事業です。）

感じ・考える・気づく「命の授業」～自己肯定感の大切さ～
認定心理士・福井愛育病院 非常勤心理カウンセラー 矢代
恵利
�� ７月６日（土）１３：００～１４：３０（開場１２：３０）
【会】福井県国際交流会館 多目的ホール

【対】一般
【申】電話・メール・ホーム
ページ
【料】無料
仕事・家庭・育児などくらしのさまざまな場面で、前向きに生きやす 【定】１００名

くなれる考え方、自己肯定感を高めるコツをお話しいただきます。

男の料理
料理研究家 出倉 弘子
木曜コース ７月１８日（木）１０：００～１３：００
【会】ハーツ学園 ３階 さくらルーム
��
土曜コース ７月２０日（土）１０：００～１３：００
【会】ハーツ羽水 ３階 組合員集会室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】1,800円
【定】各コース１５名

「手作りピザ」買うよりも断然おいしくて、意外に簡単です。お好み
の具材でオリジナルピザを作りませんか。

福井県委託事業 消費生活通信セミナー
９月２日（月）～１１月２９日（金）
消費生活を送る上で、必要な知識を身につけましょう！学習は、
テキスト「２０１９年版 くらしの豆知識」（国民生活センター発行）に
�� 沿って進めます。「くらしの豆知識」は、くらしに役立つ知識や情報を
幅広く取り上げた、コンパクトでわかりやすい冊子です。９月～１１月
の毎月１回（全３回）、テキストから出題した演習問題を解いてご提
出いただき、１回以上の講座受講またはレポート提出で修了です。

12

【対】一般
【申】電話・郵送
（申込用紙をホームぺージか
らダウンロードし、必要事項を
ご記入の上、切手を同封して
郵送にてお申込み下さい。）
※申込締切８月９日（金）
【料】送料として８２０円分の
切手必要
【定】なし

(公社）ふくい・くらしの研究所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
ＦＡＸ（０７７６）５２－０６６０
�����������������������������
����������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
認知症に関する制度と相談窓口
福井県立すこやかシルバー病院 精神保健福祉士 山下
寛子
�� ７月５日（金）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
介護保険制度、 介護保険サービスの利用方法、 認知症に関す
る相談窓口について説明します。

いきいきセミナー
福井県の「泥」に刻まれた、５万年の時と気候変動の歴史
�� 立命館大学古気候学研究センター長・教授 中川 毅
７月７日（日）６：３０～７：００
７月１３日（土）１７：１５～１７：４５
いきいきセミナー
短歌のいま ～短歌とＴａｎｋａ～
�� 歌人 紺野 万里
７月１４日（日）６：３０～７：００
７月２０日（土）１７：１５～１７：４５
いきいきセミナー
佐柿国吉城 ～難攻不落の名城～
�� 若狭国吉城歴史資料館 館長 大野 康弘
７月２１日（日）６：３０～７：００
７月２７日（土）１７：１５～１７：４５
いきいきセミナー
祭りには日本人の「祈りと感謝」がこめられている
�� お祭り評論家 山本 哲也
７月２８日（日）６：３０～７：００
８月３日（土）１７：１５～１７：４５

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】５０名

福井県立すこやかシルバー病院
福井市島寺町９３－６
ＴＥＬ（０７７６）９８－２７００

随時受講生募集！
ラジオ放送講座いきいきセミ
ナー
【受講方法】
FBCラジオを聴講します。
（嶺北864KHz/FM94.6MHz、
嶺南1557KHz/FM93.6MHz）
毎週日曜日６：３０～７：００放
送
毎週土曜日１７：１５～１７：４５
再放送
【講師】
県内外の著名な方々を予定
しています。
【講座内容】
高齢期の心の持ち方、人生
論、病気と予防など。
【受講資格】
県内在住の方、年齢は問い
ません。
【受講料】
テキスト代・郵送料として月額
４００円
受講生になると、事前にテキ
ストが毎月自宅に届きます。

健康の森 健康講座 必要な医療を受けるためにかかるお
金の話
【対】一般
県民健康センター 所長 松田 一夫
【申】不要
�� ７月１３日(土)１５：００～１６：００
【料】無料
【会】県民健康センター
【定】６０名
新たな白血病治療薬（３３４９万円）が保険適応となりました。皆が
平等に高額ながん治療を受けられるのか、考えてみましょう。

（社福）福井県社会福祉協議会
地域福祉課生きがい長寿Ｇ
福井市光陽２－３－２２
ＴＥＬ（０７７６）２４－２４３３
ＦＡＸ（０７７６）２４－００６３

県民健康センター
（公財）福井県健康管理協会
福井市真栗町４７－４８
ＴＥＬ（０７７６）９８－８０００
ＦＡＸ（０７７６）９８－３５０２

ドイツ語カフェ
福井大学 ドイツ語非常勤講師 村田 幸子
�� ７月２７日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館 １階 交流ラウンジ

【対】ドイツ文化に関心のある
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協
方
【申】不要
会
【料】無料
ＴＥＬ（０８０）６３５４－３２７５
コーヒーを手にドイツを楽しみませんか？情報ｏｎｌｉｎｅ読み！を行
【定】なし
います。

福井古文書を読む会
毎月第２・第４（水） ７月１０日（水）、２４日（水） 両日とも
�� １３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社福井総局 ３階
主として郷土の古文書をみんなで輪読する会です。

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
�� ７月２３日（火）１４：００～１６：００
【会】福井県教育センター
中国・日本の漢詩の鑑賞と創作をします。

【対】一般
【申】電話
【料】3,000円/６ヶ月
【定】なし

福井古文書を読む会
福井市新保２ー１００９
ＴＥＬ（０７７６）５４ー３２１２
ＦＡＸ（０７７６）５４ー３２１２

【対】一般
【申】電話・はがき
【料】2,000円／月
【定】先着３０名

越風吟社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０
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【坂井地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

＜共催＞
心のいきいき健康講座 ～ストレスをためない生き方をしよ
う～
敦賀市立看護大学 教授 長井 麻希江
�� ７月６日（土）１０：００～１１：３０
【会】あわら市湯のまち公民館

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・はが
き
【料】無料
ストレスをためないためにはどうすればいいのでしょうか？ストレス 【定】４０名

は身体的にも精神的にも私たちを蝕んでいきます。心身ともに健康
な生活を送るために、ストレスをためない生活について学んでみま
せんか？

＜共催＞
明るく楽しく！！ハキハキと！
ＦＢＣエキスパートキャスター 森本 茂樹
�� ７月１２日（金）１３：３０～１５：３０
【会】高椋コミュニティセンター ４階 たかむく古城ホール
簡単な楽しい実践をはさみながら、アナウンサーならではの、明る
く楽しく、健康につながるお話を参加の皆様にお伝えします。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】２５０名

海のふれあい教室
ウエットスーツを着て磯の生きものを観察しよう
越前加賀自然公園指導員 八十嶋 昭雄
７月２６日（金）１２：３０～１６：００
�� 【会】坂井市三国町田の尻海岸（みくに自然学習センター集
合）

【対】小学４年生以上
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】３０名
予約締め切りは７月１９日
ウエットスーツを着て磯の生きものを観察します。泳げない人でも
（金）

主催・問合せ・申込先 等

あわら市教育委員会
文化学習課
あわら市市姫３－１－１
ＴＥＬ（０７７６）７３－８０４１
ＦＡＸ（０７７６）７３－１３５０
����������������������

坂井市生涯学習スポーツ課
坂井市坂井町下新庄１－１
ＴＥＬ（０７７６）５０－３１６２
ＦＡＸ（０７７６）６６－２９３５
������������������������������

福井県海浜自然センター
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
�������������������������

海中の世界を楽しむことができます。
※荒天中止

企画展 ～もう一度読みたい～国語教科書
７月１２日（金）～９月１日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
(休館日 ８月１９日（月）、２６日（月））
【会】福井県教育博物館 展示室Ｅ

【対】一般

教科書は、時代の変化に合わせて様々な工夫がなされてきまし 【申】不要
�� た。今回の企画展では、明治から現在までの国語の教科書の移り
【料】無料
変わりを、時代の流れとともに紹介します。
【定】なし
また、時代を超えて長く掲載され続けている作品の紹介や、遊びも
交えた楽しい展示も用意しています。ご自身の思い出とともに、ぜ
ひ、ご家族みなさんでお楽しみください。
期間中には、各種イベントの実施も計画しています。詳しくは当館
ホームページをご覧ください。

企画展関連イベント 懐かしい教科書作品映画上映会
企画展の期間中の土・日
７月１３日、１４日、２０日、２１日、２７日、２８日、８月３日、４
日、１０日、１１日、１７日、１８日、２４日、２５日、３１日、９月
�� １日１０：００～、１４：００～、１５：００～
【会】福井県教育博物館 展示室Ｄ
映像化された懐かしい教科書作品の映画（１６ｍｍ、ＤＶＤ）を上映
します。詳しくは当館ホームページをご覧ください。（作品例：「おおき
なかぶ」「ごんぎつね」「くじらぐも」等）

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

企画展関連イベント リードオルガンで歌う会 ～音楽で奏
【対】一般
でる「ごんぎつね」の世界～
【申】不要
８月１１日（日・祝）１３：００～１３：３０
��
【料】無料
【会】福井県教育博物館 展示室Ｄ
文部省唱歌や音楽教科書に掲載される「ごんぎつね」をみなさん 【定】なし
で一緒に歌いましょう。

企画展関連イベント 教科書朗読会
８月２５日（日）１４：００～１５：００
��
【会】福井県教育博物館 展示室Ｄ
朗読サークルＶｏｉｃｅによる、教科書作品の朗読会を行います。
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【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名程度

福井県教育総合研究所
教育博物館
坂井市春江町江留上緑８－１
ＴＥＬ（０７７６）５８－２２５０
ＦＡＸ（０７７６）５８－２２５１
������������������������
������������������
������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

パソコン入門講座
嶋崎 忠良 他
毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
�� 【会】高椋コミュニティセンター ３階
初心者向け。パソコンの基礎知識、ワード（文章作成）、エクセル
（表計算）、インターネット、メール、年賀状、デジカメ、その他幅広く
学習します。

【対】６５歳以上の方
（ＮＰＯ）いきいきＩＴクラブ
【申】電話
坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
【料】3,000円／月（原則として
ＴＥＬ（０７７６）６６－０８７６
３か月前納）、資料代1,000円
（０９０）４６８８－７１４５
【定】各１５名

パソコン中級講座
道見 英夫 他
�� 毎週 火・木 １８：３０～２０：３０
【会】高椋コミュニティセンター ３階
ワード、エクセルを使っての納品書や請求書、社内文書や町内の
お知らせなど文書作成、グラフ作成、就職にむけての講座です。

パイロットにチャレンジ！
福井飛行クラブ専属教官 髙橋 英一（事業用操縦士）
７月１４日（日）１０：００～１２：００
��
【会】福井空港 会議室

【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】９名

羽田発小松行きの旅客機を追跡しながら、計器飛行方式による
飛行について学びます。ヒコーキの旅が楽しくなります。

【奥越地区】

（ＮＰＯ）日本災害救援飛行協会
坂井市春江町江留中５０－１－２
福井空港ビル内
ＴＥＬ（０９０）７０８８－３０１２
��������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
＜共催＞
自宅でできる！健康を保つ食事と健康 ～筋肉をつけて健
康増進～
仁愛大学 教授 鳴瀬 碧
��
７月２５日（木）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター学びの里「めいりん」

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】５０名

大野市教育委員会生涯学習課
大野市城町９－１
ＴＥＬ（０７７９）６５－５５９０
ＦＡＸ（０７７９）６６－２８８５
�������������������
���������������

健康を保つために、自宅で簡単にできる身体づくりや食事につい
てお話しいただきます。

＜共催＞
家族で科学実験をしよう！
丸岡南中学校 教諭 月僧 秀弥
�� ７月６日（土）１０：００～１１：３０
【会】勝山市教育会館 ３階 第１研修室
大人気のサイエンスショー！身近なものを使っての実験教室！！
科学の楽しさについて学び、感じます！！！

【対】小学生とその保護者
【申】電話
【料】無料
【定】親子３０組

＜共催＞
越前の湧水を中心として ～湧水調べと湧水の利用～
福井工業大学 環境・食品化学科 准教授 辰巳 佳次
�� ８月２０日（日）９：３０～１１：１０
【会】勝山市教育会館 １階ホール

【対】一般
【申】不要
【料】無料
越前、特に奥越は湧水が豊富な地域です。そんな湧水について学 【定】なし

習し、正しい利用の仕方を学びます。また、勝山市内の河川や湧水
などの水環境事情についてもお話しいただきます。

勝山市生涯学習・スポーツ課
勝山市元町１－５－６
ＴＥＬ（０７７９）８８－８１１４
ＦＡＸ（０７７９）８８－１１２０

＜共催＞
被災地から学び、災害に備える
福井大学 医学部看護学科 教授 酒井 明子
８月２７日（火）９：３０～１１：１０
�� 【会】勝山市教育会館 １階ホール

【対】一般
【申】不要
【料】無料
勝山市は比較的災害が少ない地域とされていますが、昨今、台風 【定】なし

や雪害等の被害が非常に多くなってきています。被災地での対策な
どを紹介していただき、今後発生しうる災害に対処できるよう学習し
ます。
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
池ヶ原湿原ガイド
福井県自然観察指導員の会 会員
６月２９日（土）、７月６日（土）、１３日（土）、２０日（土）各日
�� １１：００～１２：００、１３：１５～１４：１５
【会】勝山市平泉寺町 池ヶ原湿原
湿原の多くの動植物が見ごろとなる５月下旬から７月下旬にか
け、ガイドを実施します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし

【対】小学３年生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月２１日（金）～７月１１日
�� 天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作り、天 （木）※ただし、定員になり次
第、受付終了。
体観望をします。この教室で作った望遠鏡を使えば、月のクレー
ターの観察はもちろん、土星の輪まで確認することができます。夏 【料】2,800円程度（望遠鏡キッ
休みの自由研究で天体観測に挑戦してみてはいかがですか。（雨 ト代金）
天・曇天決行）
【定】２０組
天文教室 天体望遠鏡を作ってみよう！
天文リーダー
７月２１日（日）１８：００～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 本館・駐車場

天文教室 夏の星座めぐり
８月２日（金）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟

【対】小学４年生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
夏の夜空に見ることができる星座や天体をプラネタリウム(３０分) ７月２日（火）～７月３１日（水）
�� で学習した後に、本物の星空を見ながら星座等を観望します(４５
※ただし、定員になり次第、
分）。また、福井県最大の天体望遠鏡で、その時に見られる天体を
受付終了。
詳しく観望します（４５分）。プラネタリウム、望遠鏡、野外とフルコー
スで、解説を聞きながら六呂師高原の美しい星空を楽しむことがで 【料】無料
【定】４０名
きる教室です。（雨天・曇天決行）

天文教室 スマホやケータイで星を撮ろう
８月６日（火）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟
スマ-トフォンや携帯電話、コンパクトデジタルカメラで望遠鏡越し

�� に月や木星、土星などの天体を撮影をしてみませんか。この天文教
室は人数限定で行い、時間の許す限り様々な天体の撮影に挑戦し
ていただきます。撮影した写真を印刷して部屋に飾ったり、SNSで公
開して友達に自慢したりしてみませんか。夏休みの自由研究の資料
にするのもおすすめです。（雨天・曇天決行）

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
７月６日（土）～８月４日（日）
※ただし、定員になり次第、
受付終了。
【料】無料
【定】２０名

【対】一般（１８歳以上、高校
生を除く）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
７月３０日（火）～８月２８日
（水）※ただし、定員になり次
�� 六呂師は肉眼でも天の川を観察できる星空スポットです。そんな
第、受付終了。
全国有数の星空スポットで美しい天の川の撮影に挑戦してみませ 【料】無料
んか。この教室ではデジタル一眼レフカメラを使った天体の固定撮
【定】１５名
影の方法を学び、満天の星空のもと実習を行います。（雨天・曇天
【備】デジタル一眼レフカメラ、
決行）
三脚をお持ちください。
天文教室 天の川の撮影に挑戦（固定撮影ｐａｒｔⅡ）
天文リーダー
８月３０日（金）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟

16

福井県自然保護センター
大野市南六呂師１６９－１１－２
ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
�������������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

博物館セミナー 貝類の進化と生態Ⅱ
福井県立恐竜博物館 中山 健太朗
７月７日（日）１３：００〜１４：３０
�� 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
現在の日本周辺に生息する貝類は、約２３００万年〜約２５０万年 【料】無料
前に生息していた祖先から進化してきたことが徐々に明らかとなっ 【定】５０名
てきました。貝類の時代による移り変わりや、その中で起こる進化と
生態の変化について紹介します。

特別展ツアー 特別展の展示解説第１回
福井県立恐竜博物館 河部 壮一郎
�� ７月１３日（土）１３：００〜１４：００
【会】福井県立恐竜博物館 特別展示室
特別展の内容と展示標本について、分かりやすく解説します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

博物館セミナー フクイラプトルとその仲間たち
福井県立恐竜博物館 服部 創紀
７月１４日（日）１３：００〜１４：３０
��
【会】福井県立恐竜博物館 研修室

福井県立恐竜博物館
勝山市村岡町寺尾５１－１１
ＴＥＬ（０７７９）８８－０００１
ＦＡＸ（０７７９）８８－８７００
���������������������������

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
フクイラプトルとその仲間たちについて、骨格の特徴や分類、生態 【定】５０名

など、これまでにわかってきたことを紹介します。

特別展ツアー 特別展の展示解説第２回
福井県立恐竜博物館 河部 壮一郎
�� ８月３日（土）１３：００～１４：００
【会】福井県立恐竜博物館 特別展示室
特別展の内容と展示標本について、分かりやすく解説します。

仁愛大学 公開講座
笑って 笑って ストレス解消
仁愛大学 非常勤講師 山村 惠子
７月２３日（火）９：３０～１１：１０
【会】勝山市教育会館 １階ホール

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

【対】一般（６０歳以上の方）
【申】電話・ホームページ
�� 口は動かすけれど体を動かすことが激減したシニア世代の、健康
【料】無料
寿命を高めるための講座です。笑う門には福来るのことわざ通り、 【定】なし
皆さんにはまず口角を上げ、筋肉を鍛えるコツを指導します。シニア
世代特有の生活や健康不安からの解消の一助になれば幸いです。
※講義４５分＋演習４５分の講座となります。＜勝山市さわやか大
学連携＞

仁愛大学 地域共創センター
越前市大手町３－１－１
ＴＥＬ（０７７８）２７－２０１０
ホームページのトップページ
（ｈｔｔｐ：//www.jindai.ac.jp）
から公開講座のページへ
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【丹南地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

＜共催＞
被災地から学び、災害に備える
福井大学 医学部 助教 酒井 彰久
�� ７月１４日（日）１０：００～１１：３０
【会】市民ホールつつじ

【対】一般
【申】不要
【料】無料
国内各地の災害現場へ被災者の支援に赴き、専門知識を生かし 【定】なし

主催・問合せ・申込先 等

鯖江市高年大学
鯖江市舟枝町４－２３－１
ＴＥＬ(０７７８)５２－８８２４
ＦＡＸ(０７７８)５２－８８２４

ながら避難所などで命を守る活動を続ける中で体験されたことをお
話しいただきます。

＜共催＞
親子でワクワク 算数・数学おもちゃ箱
仁愛大学 教授 伊禮 三之
�� ７月２９日（月）１３：３０～１５：００
【会】越前市文化センター ３０１ 会議室

【対】小学生とその保護者
【申】電話・ＦＡＸ・メール・はが
き・窓口
【料】無料
越前市まなぼう講座夏休み親子でわくわく子ども教室の一環。地 【定】小学生１６名とその保護
元の大学である仁愛大学の教授をお招きし、楽しくわかりやすくお 者

越前市生涯学習センター
越前市蓬莱町８－１０
ＴＥＬ（０７７８）２２－３００５
ＦＡＸ（０７７８）２２－９１７４
�������������������������

話しいただきます。

＜共催＞
怪我を予防するためのストレッチング
福井医療大学 講師 東 伸英
�� ７月９日（火）１９：００～２０：３０
【会】南条文化会館
誰しもが怪我をすると日常の生活に大きな支障が出てしまいま
す。そんな怪我をする確率を少しでも軽減しませんか。この講座は、
怪我から身を守るためのストレッチングを教えていただく講座です。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】５０名

南越前町教育委員会事務局
南越前町牧谷２９‐１５‐１
ＴＥＬ(０７７８)４７‐８００５
ＦＡＸ(０７７８)４７‐７０１０
�������������
�������������������

福井県白川文字学ゼミ 第４回公開講座
甲骨文（卜辞）を読む－王子の誕生に気を揉む王の巻
立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所 客員研究
員 高島 敏夫
７月２日（火）１３:３０～１５:００
�� 【会】鯖江市文化の館（鯖江市図書館） 会議室

【対】一般、学生
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
甲骨文の字形より文字の成り立ちを考える段階から、甲骨文の言 【定】３０名

語世界に分け入る段階まで、甲骨文で記された文（卜辞）を実際に
書きながら読み進めていきます。
昨年度好評を博し、多くの方のご参加がありました。今年度も高島
先生にお越しいただきます。ぜひご参加ください！

福井県白川文字学ゼミ 第５回公開講座
「万葉集」の歌と白川静
元立命館大学 文学部教授 真下 厚
７月２５日（木）１４:００～１５:３０
�� 【会】越前市万葉の里味真野苑 万葉菊花園 研修会議室

【対】一般、学生
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名
日本最古の和歌集である「万葉集」には、４５００首以上が収めら 【備】熱中症対策のため、飲
れています。白川静先生の原点である「万葉集」の世界について、
み物、帽子、日傘などをご準
古代の歌を読み解いたり、味真野苑内の歌碑を散策したりします。
約１２００年前の古代ロマンに浸ってみませんか。多くの方のご参 備ください。
加をお待ちしています！
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福井県教育庁生涯学習・文化財
課
福井市大手３－１７－１
ＴＥＬ（０７７６）２０－０５５９
ＦＡＸ（０７７６）２０－０６７２
������������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

たのしい園芸講座
梅雨時の追肥と病害虫防除
蔬菜園芸専門技術員 山口 務
�� ７月３日（水）１３：３０～１５：００
【会】南条文化会館 ２階 会議室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
４月から１１月までの全８回にわたって、野菜栽培のコツを学ぶた 【定】５０名

めの講座を開催します。梅雨時の際の適切な追肥方法と、効率的
な病害虫防除について学びます。

たのしい園芸講座
秋野菜の栽培ポイント
蔬菜園芸専門技術員 山口 務
�� ８月７日（水）１３：３０～１５：００
【会】南条文化会館 ２階 会議室

南越前町教育委員会事務局
南越前町牧谷２９‐１５‐１
ＴＥＬ(０７７８)４７‐８００５
ＦＡＸ(０７７８)４７‐７０１０
�������������
�������������������

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
４月から１１月までの全８回にわたって、野菜栽培のコツを学ぶた 【定】５０名

めの講座を開催します。夏野菜の収穫を終えたあとの、秋野菜栽培
準備について学びます。

仁愛大学 公開講座
ウソ発見は本当に「ウソ」を「発見」しているか？
仁愛大学 人間学部 心理学科 講師 森本 文人
７月１８日（木）１８：３０～２０：００
�� 【会】仁愛大学 Ｂ１０９衆会ホール

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料
心と身体の関係性を考える生理心理学の考え方に基づいた「ウソ 【定】なし

発見（虚偽検出）」について、実際に科学捜査研究所で行われてい
る実務や、虚偽検出の研究データを紹介しながら、考えていきま
す。

福井工業高等専門学校公開講座
放射線検出器を作ってみよう ～放射線を正しく怖がるため
に～
福井工業高等専門学校 電気電子工学科 教授 米田 知
晃 ほか
８月１９日（月）９：３０～１６：３０
【対】中学生～一般
【会】福井工業高等専門学校 電気電子工学科１階 創成教 【申】ホームページ
�� 育ラボ
【料】6,400円（中高生は無料）
この講座では、放射線に関して簡単に紹介した後、簡単な電子回 【定】先着８名
路で動作する放射線検出器を作製します。放射線検出器は、放射
線を検知するガイガーミュラー管さえ手に入れば、簡単な回路で動
作するので自作も可能です。この講座で作製した検出器を用いて身
近なものの放射線について計測し、身の回りにどのような放射線が
存在しているのかを知ることができます。この講座で作製した放射
線検出器はお持ち帰り頂けます。ご自宅でも測定してみませんか。

仁愛大学 地域共創センター
越前市大手町３－１－１
ＴＥＬ（０７７８）２７－２０１０
ホームページのトップページ
（ｈｔｔｐ：//www.jindai.ac.jp）
から公開講座のページへ

福井工業高等専門学校
鯖江市下司町
ＴＥＬ（０７７８）６２－１８８１
�����������������
�������������������������
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【嶺南地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

海のふれあい教室
夏休みの自由研究 海浜植物採集と標本作り
博士（理学） 早坂 英介
�� ７月２１日（日）１０：００～１５：００
【会】福井県海浜自然センター、食見海岸

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
食見海岸に生えている植物を採集し、植物の名前と標本の作り方 【定】３０名

を学びます。

三方五湖自然教室
南川の魚を観察しよう
ＮＰＯ法人森林楽校 森んこ 萩原 茂男
�� ７月２７日（土）９：００～１２：００
【会】おおい町南川（名田庄あきない館集合）

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
南川の生きものを捕まえたり、水質等を調べたりすることで南川の
【定】３０名

環境を学ぶことができます。
※荒天延期（８月３日）

海のふれあい教室
夏の砂浜で生きものを探してみよう
福井県立大学 教授 富永 修
�� ７月２７日（土）１３：３０～１６：３０
【会】小浜市西津浜（若狭高等学校海洋キャンパス集合）

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
砂浜の生きものを小型の地引網やタモ網で採集して観察します。 【定】４０名

福井県海浜自然センター
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
�������������������������

※荒天中止

三方五湖自然教室
はす川の魚を観察しよう
ハスプロ会員
�� ７月２８日（日）９：００～１２：００
【会】若狭町はす川（梅街道落合橋付近集合）

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
はす川の生きものを捕まえたり、水質等を調べたりすることではす
【定】３０名

川の環境を学ぶことができます。
※荒天中止

エントランス展 高浜七年祭
５月１４日（火）～７月７日（日）
�� 【会】福井県立若狭歴史博物館 エントランス

【対】一般
【申】不要
【料】無料
若狭地域最大規模の夏祭りである「高浜七年祭」の様子を、写真
【定】なし

や映像で紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下、
７０歳以上、障害者手帳等を
若狭と近江をむすぶ道にまつわる、豊臣秀吉らの古文書を公開し
お持ちの方とその介護者１名
ます。７月２１日に開催するわかはく講座「若狭の海と京への道」と
は無料）
の連動企画です。
福井県立若狭歴史博物館
【定】なし
小浜市遠敷２－１０４
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
わかはく講座 若狭の海と京への道
【対】一般
滋賀大学 教育学部 教授 宇佐見 隆之
【申】不要
�� ７月２１日（日）１３：３０～１５：００
【料】無料
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂
【定】なし
特別公開 河原林文書 豊臣秀吉と若狭・近江の道
６月２７日（木）～７月２８日（日）
�� 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室

若狭と京・近江を結ぶ「道」について、古文書などから解説します。

１３００年記念特別公開「妙楽寺」
７月２５日（木）～８月２５日（日）
�� 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
行基による千手観音菩薩像安置から１３００年を記念し、小浜市
の妙楽寺に伝わる仏像や仏画を公開します。
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【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下、
７０歳以上、障害者手帳等を
お持ちの方とその介護者１名
は無料）
【定】なし

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

２０１９年度みはま土曜歴文講座
第５回講座 美浜町の古文書についてⅤ ～見ながら、あ
れこれつぶやきながら見てみましょう～
元敦賀短期大学 教授 多仁 照廣
�� ７月６日（土）１０：００～１１：３０
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール（前日
まで）
【料】無料
美浜町に所在する近世文書を素材に取り上げ、古文書ライブ読解 【定】４０名
美浜町歴史文化館
を通じて、古文書の内容やその背景、美浜町の近世社会について
美浜町河原市８－８
学びます。
ＴＥＬ（０７７０）３２－００２７
ＦＡＸ（０７７０）３２－０６１５
��������������
２０１９年度みはま土曜歴文講座
������������������
第７回講座 昔の機織りをしよう！ ～親子で学ぶミニ講座
【対】一般
と腰機（こしばた）のワークショップ～
【申】電話・ＦＡＸ・メール（８月
福井大学 国際地域学部 講師 東村 純子
��
１７日（土）まで）
８月２４日（土）１０：００～１２：００
【料】無料
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室
【定】１０組
昔の機織りについてのミニ講座と機織り体験を行います。親子で
も気軽に参加できます。

福井県立大学 公開講座
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｎｇ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ （１）
福井県立大学 名誉教授 ブライアン・モレン
コーディネーター 福井県立大学 学術教養センター 教授
長岡 亜生
第４回 ７月５日（金）、第５回 ７月１２日（金） 各回１９：００
【対】一般（中級者）
～２１：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【会】福井県立大学小浜キャンパス
１０３セミナー室
��
【料】無料
Ｔｈｅ ｃｏｕｒｓｅ ｗｉｌｌ ｆｏｃｕｓ ｏｎ ａ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｓｈｏｒｔ ａｒｔｉｃｌｅs
【定】２５名
ｔａｋｅｎ ｆｒｏｍ ｎｅｗｓｐａｐｅｒｓ, ｂｏｏｋｓ， ａｎｄ ｍａｇａｚｉｎｅｓ ａｎｄ
ｗｉｌｌ ｃｏｖｅｒ ａ ｖａｒｉｅｔｙ ｏｆ ｕｐ－ｔｏ－ｄａｔｅ ｔｏｐｉｃｓ ｏｆ ｉｎｔｅｒｅｓｔ
ｔｏ ｓｔｕｄｅｎｔｓ. Ｎｅｗ ｖｏｃａｂｕｌａｒｙ ａｎｄ ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ ｗｉｌｌ ｂｅ
ｅｘｐｌａｉｎｅｄ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｏｎｔｅｎｔ ｗｉｌｌ ｓｅｒｖｅ ａｓ ａ ｂａｓｉｓ ｆｏｒ
ｇｅｎｅｒａｌ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ａｎｄ ｅｘｃｈａｎｇｅ ｏｆ ｉｄｅａｓ. Ｔｈｅ ｆｏｃｕｓ
ｗｉｌｌ ａｌｓｏ ｂｅ ｏｎ ｔｈｅ ｖａｒｉｏｕｓ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ ｔｈａｔ
ｅｘｉｓｔ ｂｅｔｗｅｅｎ Ｊａｐａｎ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ.

福井県立大学（小浜キャンパス）
小浜市学園１－１
ＴＥＬ（０７７０）５２－６３００
ＦＡＸ（０７７０）５２－６００３
�����������������

福井県立大学 公開講座
新学科での学びを先取り！『農』の可能性を学ぶおもしろ未
来講座 嶺南開講回
野草学♪（やそうがく） ～意外と奥が深い野草の世界～
【対】一般（中学生以上）
福井県立大学 生物資源学部 准教授 水口 亜樹
【申】電話・ＦＡＸ・メール
７月２１日（日）１３：００～１４：３０
��
【料】無料
【会】福井県園芸研究センター(美浜町)
本学では２０２０年４月、生物資源学部において、広く『農』を学ぶ 【定】３０名
新学科の開設を予定しています。『農』は、食や農業だけでなく、私
たちが生きる社会、環境、未来など、様々なことにつながっていま
す。この講座では、その中でも最先端の新しい農業、楽しい農業に
スポットを当て、新学科で学ぶ内容を先取りでご紹介します。
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【発行】福井ライフ・アカデミー本部� 〒�������� 福井市下六条町 ���� 福井県生活学習館（ユー・アイ� ふくい）内� � �����������������

ほんごう

じょうほう

たすう

ひづけ

じゅん

しせつ

けいさい

本号はイベント情報多数のため、日付順ではなく施設ごとに掲載しています。�
ふくい

だいがく こうかい

こうざ

うんどうかい

福井大学公開講座
てじな

まな

わたし

とくちょう

しんりがく

かい

しょうがく

ねん

ねんせい

ていいん

めい

むりょう

もうしこみ

でんわ

ふくい

だいがく

ちいき

がくえん たいいくかん

た い しょう

しょうがくせい

ほごしゃ

ていいん

くみ

むりょう

もうしこみ

もち もの

すいとう

でんわ

ゆうそう

申込：電話・���・メール・郵送�
ふくい こうぎょう だいがく

ちいき

れんけい けんきゅう すいしん

問合せ：福井工業大学� 地域連携研究推進センター�

ゆうそう

そうせい すいしん

かない

対 象 ：小学生とその保護者� � 定員：��組�

料金：無料� � 申込：電話・���・郵送・ホームページ�
といあわ

ふくい こうぎょう だいがく

といあわ

対 象 ：小学�年～�年生� � 定員：��名�
りょうきん

か い じょう

会 場 ：福井工業大学� 金井学園体育館�
料金：無料� � 持物：水筒�

だいがく れんけい

会 場 ：アオッサ７階� 大学連携センター「� スクエア」�
た い しょう

� 月 �� 日（土）�� 時 �� 分～�� 時�

りょうきん

� 月 �� 日（土）�� 時～�� 時�
か い じょう

きょうしつ

運動会で活躍するための“かけっこ教室”

にんげん

マジック（手品）から学ぶ私たち人間の
不思議な特徴(マジックと心理学)
ふしぎ

かつやく

福井市学園 ������

ほんぶ

問合せ：福井大学� 地域創生推進本部�

������������������ � ������������������
メール� shakai-u@fukui-ut.ac.jp�
ホームページ� http://www.fukui-ut.ac.jp/school_lecture/�

福井市文京 ������
������������������ � ������������������
ホームページ� http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp�

きかくてんかんれん

企画展関連イベント
English Summer Camp！

キッズミュージアム
すず

ねんど

粘土で鈴をつくろう

なつやす

えいご

ひょうげん

～夏休みのできごとを英語で表現～

� 月 �� 日（日）�� 時、�� 時、�� 時、�� 時�

やく
ぜん

かい

ていど

かくかい

（全�回、各回�� 分程度）�
か い じょう

ふくい

けんりつ いちじょう だに あさくら し

いせき

ようじ

しょうちゅう がくせい

いっぱん

しょうがくせい

かくかい

めい

ほごしゃ

ふく

りょうきん

ほごしゃ

どうはん

でんわ

ふくい

けんりつ いちじょう だに あさくら し

いせき

ていいん

ぶどう

ふくいけん きょういく はくぶつかん

������������������ � ������������������
メール� ed-muse@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ� https://www.fukui-educate.jp/museum/�

がくえん

前期 武道学園�

りょうきん

かい

かい

料金：��回コース ����� 円� ��回コース ����� 円�
あんぜん ほけんりょう など

かい

じゅうどう

けんどう

からて

どう

かい

じゅう けんどう

すもう

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

会 場 ：福井県立武道館�
しょうがく

ねんせい

いっぱん

対 象 ：小学１年生～一般�
かくきょうしつ

こと

定員：各教室によって異なる�

スポーツ安全保険料等�

よる

��回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜�
ひる

��回コース：銃剣道・相撲・なぎなた昼�
� 月 � 日（日）～� 月 �� 日（日）�
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むりょう

坂井市春江町江留上緑 ����

ぜんき

ていいん

りょうきん

でんわ

といあわ

������������������ � ������������������
メール� asakura@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ� http://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/�

た い しょう

めい ていど

問合せ：福井県教育博物館�

しりょうかん

福井市安波賀町 �����

か い じょう

ねんせい

申込：電話・ＦＡＸ・メール（� 月 �� 日（金）から）�

問合せ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館�

�

しょうがく

対 象 ：小学�・�年生�
もうしこみ

まどぐち

申込：電話・���・メール・窓口�
といあわ

てんじしつ

定員：��名程度� � 料金：無料�

むりょう

定員：各回��名（保護者含む）� � 料金：無料�
もうしこみ

ふくいけん きょういく はくぶつかん

た い しょう

いか

対 象：幼児、 小中 学生、一般（小学生以下は保護者同伴）
�
ていいん

か い じょう

会 場 ：福井県教育博物館� 展示室Ｄ�

しりょうかん

会 場 ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館�
た い しょう

� 月 � 日（土）�� 時～（約�� 分）�

もうしこみ

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

まどぐち

申込：福井県立武道館� 窓口�
といあわ

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

問合せ：福井県立武道館�
� 福井市三ツ屋町 ������
������������������ � ������������������
メール� budoukan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ� http://www.pref.fukui.jp/doc/budoukan/�
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ずこう

にぼ

じかん

煮干しの心臓ってどれ？

図工の時間
おやこ

たの

こうさく

にぼ

まんげきょう

しょうがい がくしゅう

かい

か い じょう

けんしゅうしつ

さいじ

た い しょう

ほごしゃ

せんちゃく

めい

りょうきん

かがく

じっけんしつ

しょうがく

ねんせい いじょう

しょうがくせい

ほごしゃ

どうはん

対 象 ：小学�年生以上（小学生は保護者同伴）�

対 象 ：�～��歳児とその保護者�
ていいん

じんあい だいがく

会 場 ：仁愛大学� ����科学実験室�

会 場 ：敦賀市生涯 学習センター�階� 研修室��
た い しょう

かいぼう

� 月 �� 日（土）�� 時 �� 分～�� 時�

� 月 �� 日（土）�� 時 �� 分～�� 時�
つるがし

ひかく

～煮干しとイワシの比較解剖～�

－親子で楽しむ工作－「万華鏡」�
か い じょう

しんぞう

ていいん

むりょう

せんちゃく

めい

りょうきん

むりょう

定員：先着��名� � 料金：無料�

定員：先着��名� � 料金：無料�

�
もうしこみ

でんわ

申込：電話・ホームページ�
じんあい だいがく

といあわ

ちいききょうそう

問合せ：仁愛大学� 地域共創センター� 越前市大手町 ������ ������������������
ホームページ� http://www.jindai.ac.jp�

かい

かい

おひざでだっこの会

おひざでだっこの会

ぬの

えほん

さいじ

か い じょう

けんりつ

としょかん

こ� � � �

しつ

た い しょう

さいじ

くみ

としょかん

さいじ

ていいん

へや

けんしゅうしつ

ほごしゃ

くみ

りょうきん

むりょう

定員：��組� � 料金：無料�

ほごしゃ

対 象 ：�～�歳児とその保護者�
定員：��組� � 料金：無料�
ていいん

けんりつ

対 象 ：�～�歳児とその保護者�

会 場 ：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�
た い しょう

ふくい

会 場 ：福井県立図書館� 研修室�

さいじ

ふくい

あそ

� 月 �� 日（水）�� 時～�� 時�

� 月 �� 日（水）�
�� 時～�� 時 �� 分（�歳児）�
�� 時～�� 時 �� 分（�～�歳児）�
か い じょう

つか

ムーブメント（布などを使っての遊び）�

絵本・わらべうた

りょうきん

むりょう

おやこ

親子でわらべうたと
しょうがくせい

なつ

かい

えほん

小学生のための夏のおはなし会
� 月 �� 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
会場：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�
対象：小学生以上�
定員：��名� � 料金：無料�
か い じょう

ふくい

た い しょう

けんりつ

としょかん

こ

しつ

へや

しょうがくせい い じ ょ う

ていいん

めい

もうしこみ

りょうきん

むりょう

絵本をたのしもう
� 月 �� 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
か い じょう

ふくい

けんりつ

としょかん

こ

しつ

へや

会 場 ：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�
た い しょう

さい

しょうがっこう ていがくねん

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学校低学年までの子どもとその保護者�
ていいん

くみ ていど

りょうきん

むりょう

定員：��組程度� � 料金：無料�

でんわ

申込：電話・メール・カウンター�
ふくい

といあわ

けんりつ

としょかん

問合せ：福井県立図書館� 福井市下馬町 ������ ���：��������������
メール：tosyokan@pref.fukui.lg.jp� ホームページ� https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/�

�

か い

おひざでだっこの会

きかく

ウェルカム！こども企画
かい

かがく

じっけん

おはなし会＆科学実験
だま

しちへんげ

しゃぼん玉七変化とスライムをつくろう
� 月 �� 日（月・祝）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分�
か い じょう

ふくい

けんりつ

わかさ

としょ がくしゅう

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター�
けんしゅうしつ

たもくてき

ようじ

じどう

ほごしゃ

かい

めい

かがく

じっけん

むりょう

うけつけ

とうじつ

けんりつ

わかさ

としょ がくしゅう

� ミーティングルーム�
た い しょう

さいじ

ほごしゃ

ていいん

くみ

対 象 ：�～�歳児とその保護者� � 定員：��組�
りょうきん

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

でんわ

まどぐち

めい

定員：おはなし会��名、科学実験��名�
りょうきん

ふくい

�

対 象 ：幼児・児童とその保護者�
ていいん

か い じょう

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター�

申込：電話・窓口�

研修室・多目的ホール�
た い しょう

� 月 �� 日（水）�� 時 �� 分～�� 時�

じ

料金：無料� � 受付：当日��時から�

といあわ

ふくい

けんりつ

わかさ

としょ がくしゅう

問合せ：福井県立若狭図書学習センター�
小浜市南川町 ����� � ������������������

�
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�
ねん きん
し
しおり
�
�
� � 月 �� 日（月・祝）�� 時～�� 時�
� 月 �� 日（日）� 時～�� 時�
� 会 場 ：福井工業高等専門学校�
会 場 ：福井工業高等専門学校�
�
物質工学科棟２階� 物質工学実験室��
物質工学科棟３階� 物質工学実験室３�
� 対 象 ：小学３年～�年生（保護者同伴）・中学生�
対 象 ：中学生� � 定員：��名� � 料金：無料�
� 定員：先着��名� � 料金：無料�
ふしぎ
ば
�
�
てづく
おんがく
き
�
�
� 月 �� 日（土）�� 時～�� 時�
でん じりょく
おうよう
�
会 場 ：福井工業高等専門学校� 専攻科棟３階� 講義室��
～電磁力の応用～�
�
対 象：小学校高学年・中学生� � 定員：��名� � 料金：無料� �
� ７月 �� 日（土）�� 時～�� 時�
ちゅうがくせい
さくぶん
こうざ
� 会 場 ：福井工業高等専門学校� � �
電気電子工学科棟３階� 電気電子実験室��
�
� 月 �� 日（日）�� 時～�� 時�
� 対 象 ：中学生� � 定員：�名� � 料金：無料�
会 場 ：福井工業高等専門学校� 専攻科棟３階� 講義室��
�
� 申込：ホームページ�
対 象 ：中学�年生� � 定員：��名� � 料金：無料�
� 問合せ：福井工業高等専門学校� 総務課総務・地域連携係�
� 鯖江市下司町� � ������������������ � ������������������
� メール� hyouka@fukui-nct.ac.jp� � ホームページ� http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/

粘菌を知ろう！

か い じょう

オリジナル栞をつくろう 2019

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

ぶっしつ

た い しょう

こうがくか

しょうがく

ていいん

とう

かい

ねん

せんちゃく

ねんせい

めい

か い じょう

ぶっしつ こうがく じっけんしつ

ほごしゃ

りょうきん

どうはん

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

ぶっしつ

ちゅうがくせい

た い しょう

とう

ちゅうがくせい

かい

ぶっしつ こうがく じっけんしつ

ていいん

めい

りょうきん

むりょう

むりょう

不思議なタイル張り

手作りスピーカーで音楽を聞いてみよう

か い じょう

た い しょう

か い じょう

こうがくか

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

しょうがっこう こうがくねん

せんこうか

ちゅうがくせい

とう

ていいん

かい

めい

こうぎしつ

りょうきん

むりょう

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

でんき

た い しょう

でんし

こうがくか

ちゅうがくせい

とう

かい

ていいん

でんき

めい

でんし

りょうきん

中学生のための作文講座

じっけんしつ

むりょう

もうしこみ

といあわ

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

しょくぶつ ひょうほん

つく

そうむか

かた

そうむ

しょくぶつめい

つく

かた

なまえ

しら

かた

ふ く い こうぎょう こ う と う せ ん も ん が っ こ う

せんこうか

た い しょう

ちゅうがく

めい

ねんせい

しら

かた

じつえん

しょくぶつ

ひょうほん

そうごう

みどり

なまえ

しょうちゅう がくせい

ほごしゃ

ていいん

めい

対 象 ： 小中 学生とその保護者� � 定員：��名�
料金：無料� � 申込：当日��時��分から会場にて受付�

りょうきん

むりょう

もうしこみ

とうじつ

むりょう

かいじょう

うけつけ

なまえ

しら

せんせい

いっしょ

しら

したしら

ひょうほん

たいしょう

下調べした標本が対象です。

そうだんしょ

会 場 ：福井県総合グリーンセンター緑 の相談所�
た い しょう

りょうきん

こうぎしつ

植物の名前を先生と一緒に調べます。

� 月 �� 日（土）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分�
ふくいけん

かい

植物標本の名前を調べよう
しょくぶつ

きれいな標本の作り方と名前の調べ方（実演あり）
か い じょう

ていいん

とう

ちいき れんけいかかり

植物標本の作り方と植物名の調べ方
ひょうほん

か い じょう

� 月 �� 日（水）
、�� 日（木）
、�� 日（金）�
� 時 �� 時～�� 時 �� 分、�� 時～�� 時�
か い じょう

ふくいけん

そうごう

みどり

そうだんしょ

会 場 ：福井県総合グリーンセンター緑 の相談所�
た い しょう

しょうちゅう がくせい

ほごしゃ

対 象 ： 小中 学生とその保護者�
ていいん
ふくいけん

といあわ

そうごう

りょうきん

坂井市丸岡町楽間 ��� � ������������������
ホームページ� http：//www.pref.fukui.jp/doc/green-c/�

くうきほう

つく

まと

あ

あそ

空気砲を作り、的に当てて遊ぼう
ちすい

きねんかん

がつ

おやこ

か い じょう

ふくいし

ちすい

とき

ごご

かいさい

きねんかん

さい

しょうがくせい

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学生の子どもと保護者�
定員：先着��家族� � 料金：無料�
ていいん

もうしこみ

せんちゃく

かぞく

りょうきん

でんわ

せかい

びっくり！マイナス 200℃の世界
ちすい

きねんかん

ちすい

もうしこ

か い じょう

ふくいし

ちすい

こうさく じっけん きょうしつ

たすう

とき

きねんかん

むりょう

た い しょう

さい

しょうがくせい

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学生の子どもと保護者�
ていいん

せんちゃく

かぞく

りょうきん

むりょう

定員：先着��家族� � 料金：無料�

きねんかん

問合せ：福井市治水記念館� � 福井市種池 ������ � ������������������
メール� chisui@mx2.fctv.ne.jp� ホームページ� http://www2.fctv.ne.jp/~chisui
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おやこ

� 月 � 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
� � � � � � 申込み多数の時は午後も開催�

でんわ

ふくいし

がつ

治水記念館８月親子工作実験教室�

申込：電話・メール（� 月 �� 日（土）から）�
といあわ

めい

会 場 ：福井市治水記念館�

会 場 ：福井市治水記念館�
た い しょう

かくじつ

申込：電話（� 月 �� 日（火）から）�

こうさく じっけん きょうしつ

� 月 � 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
� � � � � � � � � � � � � � 申込み多数の時は午後も開催� �
たすう

くみ

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

治水記念館７月親子工作実験教室
もうしこ

かくじつ

定員：各日��組（各日��名）�

問合せ：福井県総合グリーンセンター�

ごご

かいさい

なつやす

じゆう

けんきゅう

たいさく

なつやす

ひょうほん

きょうしつ

≪夏休み自由研究対策≫夏休み標本教室
うつく

しょくぶつひょうほん

つく

美 しい植物標本をつくろう
� 月 �� 日（土）�� 時～�� 時�
か い じょう

ふくいけん

しぜん

� 月 � 日（土）�� 時～�� 時�

ほご

か い じょう

会 場 ：福井県自然保護センター�
た い しょう

しょうちゅうがくせい

めい

ほごしゃ

りょうきん

た い しょう

えん

ほけんりょう

でんわ

しぜん

ほご

しょう ちゅうがくせい

ほごしゃ

対 象 ：小 中学生とその保護者�
ていいん

定員：��名� � 料金：��円（保険料）�
もうしこみ

ふくいけん

会 場 ：福井県自然保護センター�

対 象 ：小 中学生とその保護者�
ていいん

こんちゅうひょうほん

作ってみよう昆虫標本

めい

りょうきん

えん

ほけんりょう

定員：��名� � 料金：��円（保険料）�

ていいん

しだい

うけつけ しゅうりょう

申込：電話・���・メール� ※定員になり次第受付 終了 �
うけつけきかん

しょくぶつ ひょうほん きょうしつ

こんちゅう ひょうほん きょうしつ

受付期間：植物 標本 教室は、� 月 �� 日（木）～� 月 �� 日（水）
、昆虫 標本 教室は � 月 � 日（水）～�� 日（水）
�
ふくいけん

といあわ

しぜん

ほご

問合せ：福井県自然保護センター�
大野市南六呂師 ��������� � ������������������ � ������������������
メール� sizen-ci@pref.fukui.lg.jp� � ホームページ� http://fncc.pref.fukui.lg.jp
つく

さぐ

ペットボトルエコライトを作ろう！

フルーツジャムのひみつを探ろう！

� 月 �� 日（火）�� 時～�� 時�
� � � � � � � � �� 時 �� 分～�� 時 �� 分�

� 月 �� 日（火）�� 時～�� 時�
� � � � � � � � �� 時 �� 分～�� 時 �� 分�

か い じょう

ふくいけん ちゅうしょう きぎょう さんぎょう だいがっこう

かい

だい

ちゅうきょうしつ

会 場 ：福井県 中小 企業産業大学校�階� 第� 中教室 �
た い しょう

しょうがく

ねん

ねんせい

ほごしゃ

か い じょう

かい

ちょうり じっしゅうしつ

会 場 ：アオッサ �階� 調理実習室�
た い しょう

しょうがくせい

ほごしゃ

ていいん

かくかいせんちゃく

くみ

対 象 ：小学�年～６年生とその保護者�

対 象 ：小学生とその保護者� � 定員：各回先着��組�

ていいん

りょうきん

かくかいせんちゃく

くみ

むりょう

もちもの

ひっき

ようぐ

定員：各回先着��組�

料金：無料� � 持物：エプロン・筆記用具�

りょうきん

もうしこみ

むりょう

料金：無料�

でんわ

申込：電話・ホームページ・メール�

もちもの

ちょっけい

まるがた

こ

うけつけ

持物：����� ペットボトル（直径���丸型のもの、子
ひとり

ひっき

� 月 �� 日（月）まで受付�

ようぐ

ども一人につき１つ）
・筆記用具・ハサミ・�
といあわ

じょうぎ

もうしこみ

でんわ

うけつけ

� 月 �� 日（月）まで受付�
�

おもしろサイエンス
あ か お し っ ち

い

なつ

「湿地（赤尾湿地）の生き物」�
ふくい

けんりつ

あわら

せいねん

しょうがく

ねんせい

いえ

か い じょう

いっぱん

た い しょう

りょうきん

じゅうしょ

といあわ

ふくい

せいべつ

けんりつ

あわら

めいき

せいねん

あわら

せいねん

いえ

しょうがくせい

いっぱん

しょうちゅう がくせい

ほごしゃ

どうはん

ていいん

しめい

定員：なし�
がっこうめい

がくねん

ねんれい

申込：メール・ＦＡＸ（住所、氏名、学校名、学年、年齢、
�
連絡先、性別を明記）� � 月 �� 日（木）まで受付�
れんらくさき

けんりつ

対 象 ：小学生～一般（ 小中 学生は保護者同伴）� �

定員：�� 名� � 料金：��� 円�
もうしこみ

ふくい

会 場 ：福井県立芦原青年の家�

対 象 ：小学４年生～一般�
ていいん

み

� 月 � 日（金）
、� 日（土）�
各 �� 時 �� 分～�� 時 �� 分�

会 場 ：福井県立芦原青年の家�
た い しょう

ほしぞら

夏の星空を見よう！！�

もの

� 月 �� 日（日）� 時 �� 分～�� 時�
か い じょう

けんきゅうしょ

福井市開発 ������� ������������������
メール� kurashi.00017@fukuicoop.or.jp
ホームページ� http://www.kuranavi.jp

申込：電話・ホームページ・メール�

し っ ち

こうしゃ

問合せ：�公社�ふくい・くらしの研究所�

カッター・定規�

うけつけ

もうしこみ

ふよう

どんてん じ

ちゅうし

ちゅうし

とき

申込：不要（曇天時は中止。中止の時はホームページにて
じ ごろ

し

��時頃にお知らせ）�

いえ

問合せ：福井県立芦原青年の家�
� あわら市北潟 �������� � ������������������ � ������������������
メール� a-seinen@pref.fukui.lg.jp� � ホームページ� http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-seinen/index.html�

【子ども用「受講カード」のお問合せ・お申込み】� � 福井ライフ・アカデミー本部�
福井県生活学習館（ユー・アイ�ふくい）� �〒��������� 福井市下六条町 ����� � ������������������������������������
福井県立若狭図書学習センター� � � � � � 〒��������� 小浜市南川町 ����� � �������������������������������������
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－���� 年はアポロ �� 号が月に着陸�����
年 � 月�してから
�� 年－�
【アポロ月着陸 �� 年記念ロゴ】
（���� 提供）
�
福井ライフ・アカデミーふるさと未来講座「自然科学」�

月の科学の最前線�

（���� 提供）�

～月のうさぎと地球風～�
令
和
元
年
�

���
�土�
�����～

�

������

講師：大阪大学大学院理学研究科（宇宙地球科学専攻）教授�

寺田� 健太郎� 氏�

アポロ月試料・はやぶさ試料
などの分析に携わられた�

【アポロ８号から見た「地球の出」
】（���� 提供）�

アポロ �� 号が月面に着陸してから �� 年。大阪万
博で月の石が展示されてから �� 年。今また月面有人
探査の計画が立ち上がった「月」。�
「月」を見る目がガラッとかわり、ほかの人に話したく
てたまらなくなる最新の話題のオンパレードでおはなし
いただきます。（「月のかけら」もお持ちいただけます。）�
対象：県民一般（どなたでも）�
� 受講：無料� �
� 定員：�� 名�

（先着順：申込必要）�
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主催：福井ライフ・アカデミー�
�
開催会場：
（問い合わせ・申込もこちらへ）�
� 福井県立若狭図書学習センター（福井県小浜市南川町 ����）�
申込：電話・ファクス・若狭図書学習センター窓口�
� � � � � � � � � � � � � 電話：������������� � ���：�������������

福井ライフ・アカデミー� ゆー・あいカレッジ

７月� 講演・講座一覧�
日

月

1

火

2

水

木

4

3

休館日

金

土

5

6

●ゆうあいシアター②�
�「みすゞ」�
� 第１回� �����～������
� 第２回� �����～������

●ゆうあいシアター②�
�「みすゞ」�
� 第３回� �����～������
� 第４回� �����～������
●(若)ふるさと未来講座
「芸術・文化」①�
「日本の祭り� 松上げ」� � � �
� � � � � �����～������
◇こころの相談 �
� � � ������～�����

◇創業相談� ����～�����

7

8

9

10

11

休館日

12

13

★管理職のための�
◇ひとり親就業相談�
������～�����（要予約） � 女性人材育成セミナー � � �
� � � � ������～������
◇福祉人材就業相談�
������～�����（要予約）

若狭図書�
学習センター�
図書フロア休み

14

15

（海の日）�

16

17

18

◇法律相談 �����～�����

19

20

休館日

◇創業相談� ����～�����

21

22

休館日

休館日

若狭図書�
�学習センター�
開館日�

若狭図書�
�学習センター�
開館日�

28

29

23

24

25

26

27
●ふるさと未来講座�
「自然科学」①�
「気象情報の活かし方� �
� ～その時、何が必要か～」�
� � � � � �����～������

◇ひとり親就業相談�
������～�����（要予約）
◇福祉人材就業相談�
������～�����（要予約）

30

31

休館日
若狭図書�
�学習センター�
開館日�
� このカレンダーには、「ユー・アイ� ふくい」「若狭図書学習センター」で
今月開催予定のおもな行事を記載してあります。�
� � � 印は次の講演や講座などを表しています。�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

●� ��…福井ライフ・アカデミー�
●(若)…若狭図書学習センターでの講座�
★� ��…ゆー・あいカレッジ�
◇� ��…女性活躍支援センター・女性総合相談�
◆� ��…その他�

� � � � � � � � ※講座は、順次追加や変更があります。

福井県生活学習館

ユー・アイ ふくい

福井県立

若狭図書学習センター

TEL．
0770－52－2705 FAX．
0770－52－2715
〒917-0075 小浜市南川町 6－11

TEL．
0776－41－4200 FAX．
0776－41－4201
〒918-8135 福井市下六条町 14－1

開館時間／９：00～19：00（土・日・休日は 18：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・休日の翌日（土・日・休日を除く）
年末年始（毎月第 4 木曜日および蔵書点検期間は 2 階
図書フロアのみ休館）
交
通／ＪＲ小浜駅から徒歩15分

開館時間／９：00～21：00（情報ルームは 20：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・第３日曜日・休日の翌日
（土・日・休日を除く）・年末年始（12/28～1/4）
交
通／福井駅東口からフレンドリーバス 13 分（無料）
生活学習館前下車 徒歩 1 分

Ｊ
Ｒ
福
井
駅

フレンドリーバス
福井駅東口バス停

南川大橋
大野→

８

福井
I.C

158
郵福
便井
局南

小浜市民
体育館
健康管理
センター

南

足羽川

福 井 県 立
若 狭 図 書
学習センター

県立図書館

赤十字前

花堂

小浜
I.C

若狭高校
グラウンド

県庁

越
前
花
堂
駅

Ｐ

川

県産業会館
フレンドリー
バス停

福
井
鉄
道

N

小浜小学校

関西電力 Loove

小浜警察署

Ｐ
Ｐ

ベル

県
中
産
大

センター案内板

ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館）

国道27号線

湯岡橋

←至舞鶴

至敦賀→

※ＪＲ小浜駅から徒歩15分程度かかります

公共交通機関のご利用とアイドリング ストップにご協力ください。
発

行

福井ライフ・アカデミー本部
（福井県生涯学習センター）

の情報は
講座
まなびぃネットふくい

で検索を！

