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「わたしの春」 北荘かおる



　こうした考え方や発想法は、それぞれの専門分野を究めるのにふさわしい形で発展したのであっ

て、いずれかが正しいというものではありません。しかし、これが大きな時代の変化や社会の変化

で全く変らないでも済むかというとそうはいかないだろうと思います。少くとも、あのグループは

あのパターンの思考しかできないとか、あの専門家は職業病だろうと言われるようでは困ると思う

のです。

　これからの時代、モノづくりは全面機械化し、ロボットに奪われた後、人間たちの役割は自らの

創造性を発揮して、新しいモノやコトを創造することがメインになるでしょう。

　生涯学習というのは、仕事のためお金のため絶えず新しいことを学習しなければ生きていけない

時代になる、ということでは決してありません。

　人間だからこそ持っている “考えること ”、“創ること ”そしてそれを “遊ぶこと・楽しむこと ”を、

１００歳にもなろうとする健康寿命を全うするために「学び続けること」をエンジョイするためです。

　標準レンズだけで一生を過ごすのは、おもしろくありません。微生物などを研究するには顕微鏡

レンズが有効です。世の中のあらゆる出来事を視野に入れるには、広角レンズやムービーが有用です。

時に遠い処、天文学的世界をのぞくには望遠レンズなしで

は叶わないでしょう。多彩な発想、多彩なレンズを活用し

て、時代の変化を、自らの学びの契機として楽しんでしま

う。そういう楽観性を習慣にするというのは、いかがでしょ

う。県大ではそのための聴講生、科目等履修生料を半額に

しましたし、公開講座は無料です。ぜひ県大に足を運んで

ください。

豊かな発想力で貴方と福井の元気を！
　　　　　公立大学法人　福井県立大学

　　　　　　  　学長　進　士　五十八
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　５月早々、県大の教養特講で「発想法」について講義しました。

昨年４月から県大学長をお引受けしてから県内の企業の技術力、

発想力、企業家の経営理念や人間力の豊かさを実感しておりま

して、そうした先輩方の後継者にふさわしい県大生を育てたい

と思っているからです。

　これから学生諸君が生きてゆく時代、最も重要な武器は “ 豊

かな発想・多様でユニークなアイデア ” です。世の中は不変で、

問題が発生したらそれだけの対策がとれれば済む。そういう考えでは生きていけなくなるでしょう。

　新しいモノを生むには、①直観、②想像、③思考の３つのステップで思いをめぐらせます。すぐれた

直観が出るには多くさんの体験や読書が必要なのはもちろんです。このステップを①着想、②発想、

③構想ともいい、②を多彩に生み出す方法が「発想法」です。

　その古典に笠信太郎の『ものの見方について』（河出書房）があります。よく知られているたとえ

話には「イギリス人は歩きながら考える。フランス人は考えた後で走り出す。スペイン人は走って

しまった後で考える。ドイツ人は考えた後で歩き出し、歩き出したら考えない。」というのがあります。

あくまで比較論ですし、グローバル社会の現在では必ずしもこんなに単純ではありませんが、国際

社会の動向を見ているとまんざらの感があります。歩く、走るは“実行”することで、考えるは“思想”

をさしますから、ＥＵ離脱やマクロンの大統領選での動きなど納得できる気がします。

　私の人生は大学運営や学会活動で多様な人物とコミュニケーションを重ねてきましたから、大学

人固有の発想法があること、学問の対象を人間や社会におく先生と自然におく先生、同じ自然科学

でも植物を対象とするのか動物を対象とする研究者かで、また分析系か総合化系かで、随分と異っ

た発想をもつものだなあと痛感しています。

「爽  一  心豊かに」　北荘　かおる

巻　頭　言
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平成２９年度福井ライフ・アカデミーのご案内
　学習需要の多様化・高度化に応えるため、講座内容の充実を図るとともに、「いつでも、どこでも、手軽に」学び
の情報に触れていただけるよう、福井県内の生涯学習関連情報の一元的提供にも努めています。

福井ライフ・アカデミー本部が企画し、実施します。主催講座

市町が実施する事業に対して、費用や広報を支援します。 主催市町以外の住民の方も参加可能です。

「福井ゆかりの武将　新田義貞」
　 講師：東京大学史料編纂所　教授　本郷　和人

共催講座

福井県内の各機関や団体等が生涯学習の推進に資する事業を実施する場合に、広報面を支援します。連携講座

ふるさと未来講座 希望と活力あふれる
ふるさとづくり！

歴史　　地理・自然　　経済・産業　　芸術・文化　　現代社会　　地域づくりテーマは、

「じんべえ」店長
林　多恵子

柳谷集落自治公民館長
豊重　哲郎

◆歴史・文化や産業など幅広い分野で福井県の魅力、
　優位性、独自性などを学び、その活かし方を考えます。

「ふるさと力」サポート講座 地域づくりを
進めよう！

地域を知る！学ぶ！好きになる！５回シリーズの講座（全５期）
の第１期がはじまっています！

◆「ふるさと力」－地域の課題に向き合い、その
　解決に向けて主体的に関わる力－を育みます。

ゆうあいシアター 感動的な作品、珠玉の名作などを、
ぜひご鑑賞ください。

◆「文化・芸術」、「自然・社会」、「子ども・
　家族向け」などのテーマで、偶数月に上映
　会を開催します。

コミュニティビジネスの成功事例として、越前町織田の惣菜バイキング店
「じんべえ」と鹿児島県鹿屋市の柳谷 ( やねだん ) 集落を取り上げ、地域づ
くりのノウハウやポイントを学びます。

２９年度主催講座

５／７（日）ふるさと未来講座「歴史」①

福井ゆかりの武将、新田義貞の盛衰を、他の歴史上の人
物との関わり方やそこに至った時代背景等を紐解きなが
ら解説していただきました。東京大学史料編纂所が所有
する貴重な史料の研究成果、そこから見えてきた新田義
貞の人物像など、興味の尽きないお話でした。

・新田義貞の名前は知っ
ていたが、今日の講座
で理解が深まり、急に
身近に感じた。
・史料に基づく新しい見
解も披露され、興味深
かった。地元の史跡に
対する関心が強まった。

・月刊「福井ライフ・アカデミーニュース」　
　（月末に各公民館等に配布）
・講座ごとに作成するチラシ
・県政広報ふくい「ふくいインフォ」
　（毎月第4日曜発行）
・福井県立若狭図書学習センターのホームページ
・メールマガジン「eマガふくい」
・福井県ホームページおでかけふくい

受講者コメント

「江戸幕府と越前福井藩」
　 講師：東京大学史料編纂所　教授　山本　博文

５／２０（土）ふるさと未来講座「歴史」②

　江戸幕府と越前福井藩との関わりを、初代から１７代に
亘る歴代藩主の事績を中心に解説していただきました。
越前福井藩が他に比類のない格式を持っていたことや藩
主の継嗣問題、郷土の偉人　橋本佐内の登用など、“ 福
井県民なら知っておきたい史実”が満載でした。

・福井藩の歴史の基本
を系統立てて学べたの
で、語り部としてのボラ
ンティア活動に活かした
い。
・福井藩が格式の高い
藩だったと知り、なん
だか誇らしく感じた。
自信をもって福井の歴史を語り継いでいきたい。

受講者コメント

さっそく始まっています！

◆◆◆ 今年度はこんな講座を開きます！ ◆◆◆◆◆◆ 今年度はこんな講座を開きます！ ◆◆◆

平成２９年度福井ライフ・アカデミーのご案内

◆◆◆ 今年度はこんな講座を開きます！ ◆◆◆◆◆◆ 今年度はこんな講座を開きます！ ◆◆◆

　福井ライフ・アカデミー事業をより効果的に運営するため、有識者の皆様から
ご意見やご提案をいただきました。県民の皆様に支持され満足いただける講座を
開催するため、委員会でのご意見等を最大限に反映させてまいります。

講座情報はこのような方法を中心にご案内しています講座情報はこのような方法を中心にご案内しています

６月８日（木）に福井ライフ・アカデミー運営委員会を開催しました。
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　庭園に面し、明るくゆったりとした店内です。生活学習館ご利用の方はもち
ろん、お食事の方だけでもぜひお越しください！
　地元素材を活かし、栄養のバランスがとれた日替わり定食がおすすめです。

手作りお菓子も充実しています！
恐竜のかわいいイラストが目印の「おやさいザウルスクッ
キーBOX」（￥600）は卵と乳を使っておらずアレルギー
のお子さんにもやさしいクッキーの詰め合わせ♥
プレゼントにも最適！

毎月第２金曜日は「サニースマイルの日」
通常の日替わり定食￥７００を￥５００で販売！
数量限定です。焼き立てパン、朝採れ野菜も販売します。

ご予約・お問い合わせは、
サニースマイル　
0776-41-2566 まで
運営：社会福祉法人　竹伸会

生活学習館・若狭図書学習センターの案内生活学習館・若狭図書学習センターの案内
福井県立若狭図書学習センター

【福井ライフ・アカデミー講座】
　平成２９年度は、ふるさと未来講座（芸術・文化、地域づくり、歴
史、経済・産業）と「ふるさと力」サポート講座を開催予定です。ふる
さと福井に関する内容をはじめ、様々な学習課題を取り上げ、学び
の場を提供します。

【ウェルカム！こども企画】
　幼児・児童とお家の方を対象に、おはなし会と体験活動を行う
「ウェルカム！こども企画」を毎月開催中です。今年度も楽しいおは
なし会とともに、はがきスタンドやサイエンス体験ショー・木工制
作等いろいろな企画を行います。

【英語のおはなし会】
　地域の学校からALTを講師に招き、定期的に「英語のおはなし会」を開催しています。日本語と英語で絵本を聞き比
べる読み聞かせや、簡単な英語のゲーム等を実施し、楽しみながら本と英語に親しむ機会を提供しています。

【読書感想文関連講座】
　「読書感想文の書き方が分からない！」という多くのご要望にお応えし、夏休みには司書による小学生のための本の
選び方や教員による感想文の書き方講座を開催します。

生 涯 学 習 事 業

図 書 館 連 携 事 業

このほかにも、様々な生涯学習事業を行っています。
詳しくは、ホームページをご覧ください。　http://www.library-archives.pref.fukui.jp/

どなたでもご利用いただけます（9:00～20:00、無料）

生活学習館（ユー・アイ ふくい）１階 情報ルームのご案内

この春の新着図書１５０冊、
仕事や生活、趣味に役立つ
本、０歳からの絵本など、
すべて貸し出しできます。

この春の新着図書１５０冊、
仕事や生活、趣味に役立つ
本、０歳からの絵本など、
すべて貸し出しできます。

図書コーナー

生涯学習に関する図書、男女
参画に関する図書、お子様向
けの絵本等をご用意していま
す。（貸し出し可）

１階 レストラン（サニースマイル）

営　業　時　間　9:00～16:30
オーダーストップ　 　    ～16:00
定休日は毎週月曜日、第3日曜日
※ユー・アイふくいの休館日と同じです

講座のアンケートにご回答いただいた方に、サニースマイル
でお使いいただける割引券をプレゼント！

のご案内１階 レストラン（サニースマイル）のご案内

季節の味覚たっぷり！お弁当もおすすめ♪
ご予約は５日前までにお願いします。

福井ライフ・アカデミー主催講座や
ゆー・あいカレッジを受講された方へお得な情報！

あなたの学びを応援します！ 図書、新聞等の閲覧、  講座情報の収集、

視聴覚教材の視聴 、 さまざまな学習 などにご活用ください。

福井国体はぴりゅう
グッズもあります♪
福井国体はぴりゅう
グッズもあります♪

〈平成29年度新着図書より〉

図書名 著者名 発行社

１冊の「ふせんノート」で人生は、はか
どる

坂 下　　 仁 フォレスト出版

幸せになる勇気　自己啓発の源流「アド
ラー」の教えⅡ

岸 見 一 郎 ダイヤモンド社

普通の人が、ケチケチしなくても毎年
１００万円貯まる５９のこと

佐 藤 治 彦 扶桑社

子どもの算数力は親の教え方が９割 桜 井 　 進 ＰＨＰ研究所
６０分でわかる！ＡＩ　ビジネス最前線 AI ビジネス研究会 技術評論社
プロの代筆屋による心を動かす魔法の文
章術

中 島 泰 成
リットーミュー
ジック

羊と鋼の森 宮 下 奈 都 文芸春秋
希望荘 宮　部　みゆき 小学館
しましまぐるぐる（いっしょにあそぼ） 柏 原 晃 夫 学研プラス
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利用時間　9:00～12:00 、13:00～17:00
（１日ご利用の場合は、センターにご相談ください。）
利用料金　半日300円／１日600円
原則、ご利用日の２日前までに、Webご予約をお願いします。
お問い合せは、（公財）ふくい女性財団まで
TEL 0776-41-4254
アドレス　https://www.f-jhosei.or.jp/childroom/

特別相談（事前予約制）
法 律 相 談（弁護士）　　　毎月第４土曜日　13:00～16:00

一般相談・ＤＶ被害者相談
火～日曜日　9:00～16:45

こころの相談（臨床心理士）　毎月第1土曜日　13:00～16:00

こんな相談をお受けしています
＊夫婦関係がうまくいっていない
＊離婚を考えているけど、その後の生活が不安
＊家族とうまくいかない
＊パートナーから暴力を受けている
＊職場での人間関係がうまくいかない

7 8

あなたの“働きたい”を応援します!!あなたの“働きたい”を応援します!!

平成29年度ゆー・あいカレッジのご案内平成29年度ゆー・あいカレッジのご案内
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施してい
る講座です。全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

女性がさらに一歩を踏み出せるよう、方向性を定めるお手伝いをした
り、社会で役立つスキルや情報を学んでいただいたりする講座です。働く女性のキャリアアップ応援コース

５月～２月
女性が、ステップアップしながら働き続けられるよ
う、キャリア形成に役立つ知識やスキルを学ぶ機会
を提供します。

開催時期
目的・内容

キャリアアップ応援講座
6月～10月
出産・育児や介護等で離職した女性が円滑に再就職
できるよう、必要な知識や情報を提供し支援します。

開催時期
目的・内容

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー

企業における女性活躍を推進するために必要な情報やスキルを学ぶ講
座です。企業における女性活躍推進コース

8月～10月
県内在勤で45歳以下の女性
企業の中でリーダーとして活躍できる女性人材を
育成するため、資質や意欲を向上できる機会を提供
し支援します。

開催時期
対 象
目的・内容

4月～２月
企業が、社員を対象として、働き方の改革や女性人材の活躍支援を図るための研修を行う場合に、講師を派遣して支援します。

開催時期
目的・内容

キャリア・アカデミー

企業連携講座（企業への講師派遣研修）

8月～２月
企業の管理職、人事担当者等
企業で働く女性たちが存分に能力を発揮して活躍
できるよう、管理職を対象に、正しいマネジメン
トスキルを身に付ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

管理職のための女性人材育成セミナー

次代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識などに捉われない職業選択ができるよう、
先輩の体験談を通して考えていただく講座です。次世代育成コース

7月～２月
県内の中学校に在籍する生徒
中学生に対し、社会に存在する固定的性別役割分
担意識に捉われることなく将来の職業や生き方を
選択できるよう、必要な知識や先輩の体験談など
を学ぶ機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

開催時期
対 象
目的・内容

次世代育成セミナー
7月～1２月
県内の高等学校に在籍する生徒
女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性に
よって自由に進路を選択、チャレンジできるよう、特
に理系分野で活躍しているロールモデルからアド
バイスを受ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」

男性も家事や育児に積極的に参加できるよう、子どもとの関わり方や
家庭経営のスキルなどを学べる講座です。男性の家事・育児参画コース

10月～1２月
結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル
若い夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う家庭
を築き、二人で幸せになる将来設計を描くことがで
きるよう、考え学ぶ機会を提供します。

カップル応援講座
7月～1２月
子育て中の夫婦等
子育て中の夫婦が、協力して家事・育児を行うとと
もに、楽しんで子育てを続けることができるよう、ス
キルや知識を身に付ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

新米パパ・ママ応援講座

地域や職場で男女共同参画を推進する人材を養成する講座です。また地域や学校等
で男女共同参画を学んでいただく講座・研修を実施される場合に講師を派遣します。男女パートナーシップ推進コース

7月～２月
一般県民
地域のリーダーとして男女共同参画を推進する人
材を育成するため、必要な知識や技能を学ぶ講座
を開催します。

指導者養成講座
4月～２月
県内公民館、男女共同参画センターまたは地域の団体
地域社会における男女共同参画が推進するよう、公
民館等が開催する研修に講師を派遣し支援します。

対象期間
主 催 者
目的・内容

開催時期
対 象
目的・内容

地域連携講座（講師派遣）

4月～２月
県内の学校や教育関係団体、教職員組合
教育関係者が男女共同参画に対する理解を深め、
子どもたちと適切に関わることができるよう、勉強
会等に講師を派遣し支援します。

教育連携講座（講師派遣）
4月～２月
県内に所在地を有し、県内で活動している団体、グループ等
各界各層の男女共同参画が推進するよう、県内のグ
ループや団体が企画・運営する勉強会等に講師を派
遣し支援します。

対象期間
主 催 者
目的・内容

対象期間
主 催 者
目的・内容

県民活動支援講座（講師派遣）

キ ャリ ア 相 談

キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談

お 子 様 連 れ で も O K ♪

火～木曜日、土曜日　10:00～ 16:45
　　金曜日　　　　13:00～ 20:00

保 育 所・子 育 て 相 談

出 張 相 談（ 要 予 約 ）

火・木・金曜日　9:00～ 16:45

保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談

就 職 相 談・職 業 紹 介 火～日曜日　9:00～ 16:45

就職に関する相談、職業紹介、履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導

ひとり親就業相談　　
福祉人材センター

創業相談　　　　

第２火曜日・第４木曜日　
10:00～ 16:00

第１火曜日・第３土曜日　
9:00～ 16:45

隣接のチャイルドルームは当
センターでの相談はもちろ
ん、当センターをご利用いた
だいての就職活動（職業訓
練、面接など）の際にも、ご利
用いただけます。

ふくい女性活躍支援センター （9:00～20:00）
電　話　0776-41-4244　　　　
e-mail　lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
F A X　0776-41-4260        
U R L　http://www.f-jhosei.or.jp

お気軽にお問い
　合わせください

お子様連れ
でも安心！

女性総合相談専用電話（9:00～16:45）
　電話　0776-41-7111 ／ 0776-41-7112

一人で悩まないで！まずはお電話ください

ふくい女性活躍支援センターや女性総合相談は生活学習館の休館日（毎週月曜日（休日を除く）、
毎月第３日曜日、休日の翌日（土・日・休日を除く）、年末年始）はお休みです。

ふくい女性活躍支援センターや女性総合相談は生活学習館の休館日（毎週月曜日（休日を除く）、
毎月第３日曜日、休日の翌日（土・日・休日を除く）、年末年始）はお休みです。
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「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施してい
る講座です。全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

女性がさらに一歩を踏み出せるよう、方向性を定めるお手伝いをした
り、社会で役立つスキルや情報を学んでいただいたりする講座です。働く女性のキャリアアップ応援コース

５月～２月
女性が、ステップアップしながら働き続けられるよ
う、キャリア形成に役立つ知識やスキルを学ぶ機会
を提供します。

開催時期
目的・内容

キャリアアップ応援講座
6月～10月
出産・育児や介護等で離職した女性が円滑に再就職
できるよう、必要な知識や情報を提供し支援します。

開催時期
目的・内容

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー

企業における女性活躍を推進するために必要な情報やスキルを学ぶ講
座です。企業における女性活躍推進コース

8月～10月
県内在勤で45歳以下の女性
企業の中でリーダーとして活躍できる女性人材を
育成するため、資質や意欲を向上できる機会を提供
し支援します。

開催時期
対 象
目的・内容

4月～２月
企業が、社員を対象として、働き方の改革や女性人材の活躍支援を図るための研修を行う場合に、講師を派遣して支援します。

開催時期
目的・内容

キャリア・アカデミー

企業連携講座（企業への講師派遣研修）

8月～２月
企業の管理職、人事担当者等
企業で働く女性たちが存分に能力を発揮して活躍
できるよう、管理職を対象に、正しいマネジメン
トスキルを身に付ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

管理職のための女性人材育成セミナー

次代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識などに捉われない職業選択ができるよう、
先輩の体験談を通して考えていただく講座です。次世代育成コース

7月～２月
県内の中学校に在籍する生徒
中学生に対し、社会に存在する固定的性別役割分
担意識に捉われることなく将来の職業や生き方を
選択できるよう、必要な知識や先輩の体験談など
を学ぶ機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

開催時期
対 象
目的・内容

次世代育成セミナー
7月～1２月
県内の高等学校に在籍する生徒
女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性に
よって自由に進路を選択、チャレンジできるよう、特
に理系分野で活躍しているロールモデルからアド
バイスを受ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」

男性も家事や育児に積極的に参加できるよう、子どもとの関わり方や
家庭経営のスキルなどを学べる講座です。男性の家事・育児参画コース

10月～1２月
結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル
若い夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う家庭
を築き、二人で幸せになる将来設計を描くことがで
きるよう、考え学ぶ機会を提供します。

カップル応援講座
7月～1２月
子育て中の夫婦等
子育て中の夫婦が、協力して家事・育児を行うとと
もに、楽しんで子育てを続けることができるよう、ス
キルや知識を身に付ける機会を提供します。

開催時期
対 象
目的・内容

新米パパ・ママ応援講座

地域や職場で男女共同参画を推進する人材を養成する講座です。また地域や学校等
で男女共同参画を学んでいただく講座・研修を実施される場合に講師を派遣します。男女パートナーシップ推進コース

7月～２月
一般県民
地域のリーダーとして男女共同参画を推進する人
材を育成するため、必要な知識や技能を学ぶ講座
を開催します。

指導者養成講座
4月～２月
県内公民館、男女共同参画センターまたは地域の団体
地域社会における男女共同参画が推進するよう、公
民館等が開催する研修に講師を派遣し支援します。

対象期間
主 催 者
目的・内容

開催時期
対 象
目的・内容

地域連携講座（講師派遣）

4月～２月
県内の学校や教育関係団体、教職員組合
教育関係者が男女共同参画に対する理解を深め、
子どもたちと適切に関わることができるよう、勉強
会等に講師を派遣し支援します。

教育連携講座（講師派遣）
4月～２月
県内に所在地を有し、県内で活動している団体、グループ等
各界各層の男女共同参画が推進するよう、県内のグ
ループや団体が企画・運営する勉強会等に講師を派
遣し支援します。

対象期間
主 催 者
目的・内容

対象期間
主 催 者
目的・内容

県民活動支援講座（講師派遣）

キ ャリ ア 相 談

キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談

お 子 様 連 れ で も O K ♪

火～木曜日、土曜日　10:00～ 16:45
　　金曜日　　　　13:00～ 20:00

保 育 所・子 育 て 相 談

出 張 相 談（ 要 予 約 ）

火・木・金曜日　9:00～ 16:45

保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談

就 職 相 談・職 業 紹 介 火～日曜日　9:00～ 16:45

就職に関する相談、職業紹介、履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導

ひとり親就業相談　　
福祉人材センター

創業相談　　　　

第２火曜日・第４木曜日　
10:00～ 16:00

第１火曜日・第３土曜日　
9:00～ 16:45

隣接のチャイルドルームは当
センターでの相談はもちろ
ん、当センターをご利用いた
だいての就職活動（職業訓
練、面接など）の際にも、ご利
用いただけます。

ふくい女性活躍支援センター （9:00～20:00）
電　話　0776-41-4244　　　　
e-mail　lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
F A X　0776-41-4260        
U R L　http://www.f-jhosei.or.jp

お気軽にお問い
　合わせください

お子様連れ
でも安心！

女性総合相談専用電話（9:00～16:45）
　電話　0776-41-7111 ／ 0776-41-7112

一人で悩まないで！まずはお電話ください

ふくい女性活躍支援センターや女性総合相談は生活学習館の休館日（毎週月曜日（休日を除く）、
毎月第３日曜日、休日の翌日（土・日・休日を除く）、年末年始）はお休みです。

ふくい女性活躍支援センターや女性総合相談は生活学習館の休館日（毎週月曜日（休日を除く）、
毎月第３日曜日、休日の翌日（土・日・休日を除く）、年末年始）はお休みです。



今、若い人達の間でも着物を着てあちこちに集まって楽しむ人が増えているそうです。
いろいろな日本の伝統文化の象徴とも言える着物。それらの美しさは、クールジャパンと外国の方々も言って下さ
り、訪日のきっかけにもなっていて、世界に誇れるもの（日本家屋や庭園、料理も含め、支えて来られた職人の皆様を
国もしっかり支えて頂き世界に日本文化を伝え、求められれば売り出せるような時が来たのではないでしょうか）
着物を入り口として、お茶の心と共に日本の奥深い世界を楽しんでいきたいと思っています。
子供達にもこの楽しさが伝わっていきますように。
結納の日の喜びを纏って、母の振袖を着た人を描きました。長い冬を越えて咲いたこのような幸せの花々と共に、平
和な世界がいつまでも続きますようにと祈らずにはいられません。

７月１日（土）　１０：００～１１：３０
ふるさと未来講座「地域づくり」①
「やねだんの地域再生術　～リーダー豊重哲郎
さんの行政に頼らない『むら』おこし～」
鹿児島県鹿屋市柳谷集落自治公民館
　　　　　　　館長　豊重　哲郎

日　　時
講 座 名
テ ー マ

講　　師

◆◆ 福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい） ◆◆◆◆◆

１ 「まなびぃネットふくい」

２ 電話０７７６－４１－４２０６

３ FAX０７７６－４１－４２０１

４ メール

→「まなびぃネットふくい」で検索→ＨＰにて、
参加したい講座をクリック→画面下「申し込
む」をクリック

f-manabi@pref.fukui.lg.jp
①タイトルに「講座名」をお書きください。 
②お名前　③年齢　④電話番号　⑤講座日
（複数のご記入も可）⑥メールマガジン配信ご
希望の有無（希望・済み・無し）

申込方法

新日本美術院理事　北荘かおる（鯖江市在住）

「わたしの春」（100 号　油彩）第４８回新院展　審査委員会特別賞　受賞作品

作 者

題 名

まと

ユー・アイ ふくい
〒918-8135 福井県福井市下六条町14-1 TEL.0776-41-4200（代）FAX.0776-41-4201

E-mail syogai-c@pref.fukui.lg.jp　ホームページ http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/

［施設利用申込専用］
TEL.0776-41-4203　FAX.0776-41-4210

福井県生活学習館
福井県生涯学習センター

■お問合せ

福井県立若狭図書学習センター
〒917-0075 小浜市南川町6-11　TEL.0770-52-2705　FAX.0770-52-2715
E-mail wakuwaku@angel.ocn.ne.jp　ホームページ http://www.library.pref.fukui.jp/wakasa/

NN

表紙の絵について表紙の絵について

７・８月に開催する講座の一部をご紹介します。

上映作品
第１回　第４回
・「赤毛のアン」　　　　　　 １０：００～１０：３０
・「まんが ことわざ事典１」　１０：３５～１０：５８
・「母をたずねて三千里」　 　１１：００～１１：３０
第２回　第３回
・「小公女セーラ」　　　　 　１３：００～１３：３０
・「まんが ことわざ事典２」　１３：３５～１３：５８
・「ふしぎの国のアリス」　　 １４：００～１４：３０

上映日　８月１８日（金）１９日（土）
上映スケジュール
第１回…１８日（金）午前
　　　　１０：００～１１：３０
第２回…１８日（金）午後
　　　　１３：００～１４：３０
第３回…１９日（土）午前
　　　　１０：００～１１：３０
第４回…１９日（土）午後
　　　　１３：００～１４：３０
定　員　６０名（入場無料）


