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「生涯学習のススメ」
福井県教育委員会委員長

清川メッキ工業株式会社  代表取締役社長　
　　　　　　　　　　　 清   川　　肇

巻　頭　言
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　生涯学習と聞くと何か堅苦しくて高尚で、特別な学習

のイメージが先行してしまい、今さら何か始めるのは億

劫だと考えている方が多いかもしれません。しかし、ス

ポーツを楽しむ、読書をする、映画、絵画および音楽を

鑑賞するなど生活の中で意識せずに行っていること自体

が、実は生涯学習であり何も難しいことではなく、いつ

でもどこでも誰にでもできるもの、それが生涯教育だと

思います。

　以前、病院の待合室で隣に居合わせたおばあさんが、「趣

味は日本舞踊で６０才から始めてもう２０年になりま

す。」と話されました。「６０の手習い」とはまさにこの

こと、６０才から始めても８０才になった時には２０年

のキャリアのベテランになるわけです。このおばあさん

はとても姿勢がよくイキイキとしておられたのが印象的

でした。

　何かを始めたい、いつもと違う自分を見つけたい、そ

う思った瞬間が「生涯学習」のスタートの時です。平均

年齢が 83 歳を超える現在、新しいことを始めるのに遅す

ぎることはありません。生きがいのある充実した人生を

送るためにも、自ら進んで興味のあることに生涯を通じ

て学習する事も必要かと思います。

　私は、10 年前から月に一度古典を読む会に参加してい

ます。古典とは少なくとも半世紀以上読み継がれている

書物のことで、古いものでは紀元前の書物もあります。3

時間の講義の中で先生は、作品が書かれた時、その場に

いたかのような詳細な時代背景や、本当にそうなのかと

疑いたくなるような作者の生い立ちを語って下さり、最

後に参加者全員で意見交換をしています。

　古典を読むことで得られることは沢山あります。会社

経営の事など仕事の事ばかり考えていると視野が狭く

なってきますが、古典を読むことで知った歴史的な考え

方や哲学的な視点で幅広く物事を見られるようになって

きました。また、何が美しいのか、何が正しいのか、人

間とはどんなものか、今も昔も変わらない価値観、本物

と偽物を見分ける力も養えると思います。全員で意見交

換することで他人の話から沢山の気づきを貰えますし、

自分が知り、理解し、考えたことを相手に伝えるコミュ

ニケーション能力も鍛えられます。

　このように書くと大変高い志を持って会に参加してい

るように思われるかもしれませんが、本音の部分は仕事

や家庭から一時離れ、3 時間リラックスして参加できる

ことにあります。このリラックスの中で知識だけではな

く、生きる上での智恵としての何か引っかかる

ヒントを頂いているように思います。

　ここでの出会いもとても貴重なものだと思っ

ています。色々な年代、様々な業種の方々と損

得抜きで一緒に興味あることを学習する場は大

変居心地がよく、沢山の刺激も得られることが

できます。色々な人との新しい出会い、これは

生涯学習のもう一つの魅力かもしれません。

　脳科学者の茂木健一郎氏は｢人間にとって､学

習とは最も価値のある行為であり､脳を喜ばせる

ための最大の快楽｣と言っています。沢山の講義

で充実している生活学習館でおおいに学び、ま

すます輝く人生を送って頂きたいと思います。

挿絵　北荘かおる氏「青い鳥と祈る」
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平成25年度 入学生・受講生募集

学習機会の提供について 入学について

対　象…県内に在住、勤務している方
手続き…ユー・アイふくい、若狭図書学習センターに
　　　　おいて随時行います。
入学料…無 料

単位認定について
認　定…35、100、以後100単位ごと
卒　業…意欲のある限り続けられます。
講演・講座の受講1回を1単位として、上記
の単位を取得した時、単位認定証書の交付が
受けられます。

上記の機関が講座や講演を開催します。
●次の方法で講座等の情報が
　得られます。

●月刊ライフ・アカデミーニュース
●県政広報ふくい（偶数月15日発行）
●各公民館等に配付されるチラシ
●ユー・アイふくいのホームページ
●若狭図書学習センターのホームページ
●eマガふくい（福井県メールマガジン）

生涯学習マスコット「マナビィ」

新しい風、生涯学習

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

平成25年度主催講座等開催予定期間

ユー・アイ　ふくい会場 若狭図書学習センター会場

県民講師養成講座（全５回）

県民講師養成講座（全５回）大学開放講座（全25回）

ふるさとの産業（5回） ふるさとの文化（5回）

ふるさとの歴史（5回）

人間力発見（5回） 環境・科学（6回） 国際社会（5回）

白川文字学を学ぼう（6回）

前期エクセル（2回）
中期エクセル（2回）

中期パワーポイント（2回）中期ワード（3回）
後期
エクセル（2回）

後期
パワーポイント
（2回）

後期ワード（3回）

前期ワード（3回）

マナビ・フェスティバル

現代社会（5回）

環境・科学（4回） 人間力発見（4回）

ふるさとの文化（5回）ふるさとの歴史（5回）
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県民活動支援講座（3回）
ハッピーキャリアセミナー（2回）

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー（4回）

平成24年度主催講座報告
　24年度1月から3月に行われた講座の紹介をします。そのほかに、後期パソコン入門講座が行われました。

平成25年度主催講座紹介
　本年度は、ユー・アイふくいと若狭図書学習センター等において、110回の講座・講演を開催する予定です。
新しく開催する「国際社会」講座や、名称を変更し、内容を拡大する「現代社会」講座など、今年も多彩な
講座を予定しています。たくさんの方の受講をお待ちしています。内容が決定している講座をご紹介します。

ふるさとの文化 ふるさとの展望

ふるさとの産業 人間力発見

ふるさとの歴史（若狭） 県民講師養成講座 県民講師養成講座（若狭）

　｢いつでも、どこでも、だれでも」生涯にわたり学習できるように、情報提供の充実、学習機会の拡充・体系化をめざし、
「福井ライフ・アカデミー」を開校しています。昨年度は 125 名の新しい入校生があり、現在までに 10,600名以上
の方が登録をされ、学びを楽しんでいます。

前期パワーポイント（2回）

県民講師を目指す人や人づ
くり・まちづくりを考える
人のための講座です。

現代的課題・生き方について
学びます！

パソコンでよく使うワード、
エクセル、パワーポイントの
操作の講座を開催します！

生涯学習の祭典！県民が生涯学
習を考え、体験する機会です。

故郷「ふくい」の素晴らしい
魅力を紹介します！

○郷土学習講座
○パソコン入門講座

共催講座…市・町・専修学校・広域学習グループなど
連携講座…国・市・町・ＮＰＯ法人・その他の団体など

　越前竹人形や越前焼など福井
県の伝統的文化に基づきながら
新しい創作活動を行ない、県内
で活躍されているいろいろな分
野の方の取り組みを知り、福井
の文化継承について考える講座
でした。

恐竜博物館や北陸新幹線など、
ふるさと福井の活力アップをめ
ざす事業や人々の活動を知り、
今後の課題や方向性について学
ぶ講座でした。

「進化する福井の工業」
　新しいアイデアで進化を続ける、工業分野で活躍されている
方のこれまでの歩み、優れたものづくりの技術、仕事に対する
考え方などを紹介します。福井県が誇る工業技術に興味のある
人必見！

　①「進化する伝統の越前和紙」
　②「0.1ｍｍのフィーリングに挑戦」
　③「福井県眼鏡産業の歴史に学ぶ」
　④「福井から世界へ　繊維会社の挑戦」
　⑤「ナンバー１からオンリー１へ」

「今をみつめる～自分らしさ発見！～」
　本県出身の横溝正史ミステリ大賞受賞、桂美人氏やパラリン
ピック金メダリスト高田稔浩氏など５人の多彩な講師を予定し
ています。生き方を学びたい人はぜひ！！

　①崖っぷちの人生
　②箸一膳、畳一畳の店からつかんだやさしさの心
　③忍術修行と現代生活
　④～地球も私もごきげんに♪～
　　　　　　　　すべての答えはここにある・・
　⑤パラリンピックへの挑戦
　

「ふるさと福井－若狭あれこれ－」

　ふるさと若狭の歴史の事象をたどり、
暦や中世の若狭、古写真に残る小浜な
どについて学び、より理解が深まる講
座となりました。また、ふるさとのこ
とを詳しく知ることができました。

「まちに咲かそうあなたの力
　～得意なことを活かしてみませんか～」

　県民講師がより良い講座活動をする
ために、魅力ある講座の企画の仕方な
ど、いろいろな知識や実践力を学びま
した。

「学びの輪を広げよう
～学んだことを講座にしてみませんか～」

　県民講師がより良い講座活動をする
ために、聞き手を惹きつける話し方な
ど、いろいろな知識や実践力を学びま
した。

☆期日、時間、講師など詳しいことは裏表紙を御覧下さい。

講座のお問い合わせ
福井県生涯学習センター　℡（0776）41 ー 4206　　　若狭図書学習センター　℡（0770）52 ー 2705

「広げよう！ステキなふるさと文化」 「ふるさと福井、さらなる活力ＵＰ」
1,2月実施

1,2月実施
1,2月実施 1,2月実施

2,3月実施
主催講座…福井ライフ・アカデミー本部
　　○地域活動講座
　　○現代的課題講座
　　○漢字文化講座

福井ライフ・アカデミーのご案内
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考え方などを紹介します。福井県が誇る工業技術に興味のある
人必見！

　①「進化する伝統の越前和紙」
　②「0.1ｍｍのフィーリングに挑戦」
　③「福井県眼鏡産業の歴史に学ぶ」
　④「福井から世界へ　繊維会社の挑戦」
　⑤「ナンバー１からオンリー１へ」

「今をみつめる～自分らしさ発見！～」
　本県出身の横溝正史ミステリ大賞受賞、桂美人氏やパラリン
ピック金メダリスト高田稔浩氏など５人の多彩な講師を予定し
ています。生き方を学びたい人はぜひ！！

　①崖っぷちの人生
　②箸一膳、畳一畳の店からつかんだやさしさの心
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福井ライフ・アカデミーのご案内



嶺北／平成24年6月20日（水）・21日（木）　場所／生活学習館
嶺南／平成24年9月26日（水）　場所／若狭図書学習センター

　福井県母子寡婦福祉連合会は、「母子部研修会」の一環と
して、会員 136 名を対象に実践を交えたマナー＆コミュニ
ケーション研修会を実施しました。

ゆー・あいカレッジのご案内

男女共同参画推進講座

5 6

女性活躍支援講座

　女性が抱える悩みを女性総合相談員が丁寧にお聴き
します。（面接・電話）
　一人で悩まず、まずはお電話を！（秘密は厳守します）

◆一般相談
◆DV被害者相談
　＊当相談室は、配偶者暴力被害者支援センターです。
　＊外国語でのDV被害者相談も対応。詳細はHP参照。
　＊休館日　毎週月曜日・第３日曜日・国民の祝日の
　　　　　　翌日・年末年始（12/28～1/4）
◆法律相談（弁護士）　毎月第4土曜日
　13:00～16:00（一人30分、事前予約制）
◆こころの相談（臨床心理士）　毎月第1木曜日
　13:00～16:00（一人30分、事前予約制）
　専用電話：0776ー 41ー 7111・7112

仕事に関する不安やモヤモヤ・・・スッキリ解
消してハッピーになりませんか♪
女性のキャリア相談員が、あなたの悩みをじっく
りお聴きします。

　利用時間　（火～木・土）　10:00～ 16:45　　　　　　（　　金　　）　13:00～ 20:00

＊秘密は厳守します。　　
＊２人以上でのグループでのお申し込みもＯＫです。

　　お問い合わせ・お申し込み先
　　　ふくい女性活躍支援センター　
　　　生活学習館（ユー・アイふくい） 2階
　　　 電　話 : 0776ー 41ー 4244　
　　　 e-mail: lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp

平成25年度受講生募集 平成24年度講座報告

ハッピーライフコース 男女がともに「仕事」と「家庭」の調和がとれた生活スタイルの実現をめざす講座です。

＊男女がともに学ぶ講座
開催期間　6月～2月　　　　　対　　象　県内在住の男女
内　　容　男女が協力してワークライフバランス（仕事と生活の調和）を実現していくための講座

「ハッピーキャリアセミナー」
平成24年12月1日（土）　会場／生活学習館

「再就職等にチャレンジ講座」

女性活躍支援講座 チャレンジしたい女性が自分の方向性を定め、キャリアアップなど社会で活躍
するために必要な知識や情報を学ぶ講座です。

女性のチャレンジ支援コース 社会に参画し活躍したいと考えている意欲ある女性のチャレンジを支援する講座や
次世代のロールモデルとなるような女性リーダーを養成する講座を開催します。

＊ハッピーキャリアセミナー
開催時期　7月～12月
対　　象　県内在住または在勤の女性
内　　容　女性が仕事やプライベートで抱える課題や
　　　　　悩みを解消し、幸せに働くために必要な知
　　　　　識や情報を学ぶ講座

＊女性の再就職等チャレンジ支援セミナー
開催時期　5月～11月
対　　象　県内在住の女性
内　　容　出産、介護などで離職した女性が、再び就
　　　　　職する際に必要な知識や情報を学ぶ講座

＊キャリア・アカデミー　ビジネスセミナー
開催時期　8月～9月
対　　象　県内在勤で45歳以下の女性
内　　容　将来管理職や役員になるような高い資質を持つ　
　　　　　リーダーを育成するためのコミュニケーション　
　　　　　力、企画力の向上を目指すワークショップ

＊キャリアアップ応援講座
開催時期　10月～11月
対　　象　県内在住または在勤の女性
内　　容　働く女性がキャリアアップするのに必要な知識
　　　　　や情報を習得し、意欲向上を図る講座

＊働く女性の能力アップ応援講座
開催時期　5月～6月
対　　象　県内在住または在勤の女性
内　　容　女性が働き続けるために必要なコミュニ　
　　　　　ケーション力やマネジメント力などのスキ
　　　　　ルを向上させる講座

＊女子高生のための
　「科学・技術者への招待」セミナー
開催時期　7月～12月
対　　象　県内の高等学校に在籍する生徒
内　　容　女子高校生が将来の職業を性別ではなく自
　　　　　  分の興味や適正によって選択し、様々な分
                 野に調整できるよう、ロールモデルから体
　　　　　  験談を聴く講座

男女共同参画推進講座 男女が互いの理解と協力のもとに男女共同参画社会づくりを促進するた
め、様々なニーズに応じて必要な知識や技術などを学習する講座です。

参画応援コース 企業、団体・グループ等が会社内や地域において、意識改革や啓発を図る講座や研
修を開催する際に、講師を派遣します。

＊地域連携講座
対象期間　4月～2月
主 催 者 　県内公民館、男女共同参画センターまたは地
　　　　　域の団体
内　　容　地域住民を対象にした固定的な性別役割分担
意識の是正や女性の社会参画推進等に関する研修

＊教育連携講座
対象期間　4月～2月
主 催 者 　県内の学校や教育関係団体、教職員組合
内　　容　幼稚園・小・中・高等学校教諭等を対象とし
　　　　　たセクハラやデートDV防止などの研修

＊企業連携講座
対象期間　4月～2月
主 催 者 　県内に本店や支店、営業所のある企業または
　　　　　県内で活動するNPO法人等の団体
内　　容　従業員等を対象にした、セクハラ防止や仕事
と家庭の両立など男女共同参画に関する研修

＊県民活動支援講座
対象期間　5月～2月
主 催 者 　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
内　　容　一般県民向けに自主的に企画・運営する男女
　　　　　共同参画に関する講座

女性リーダー育成メンター研修 管理職を目指す女性の相談相手となる「メンター」の養成およびメンター制度導入
を促進するセミナーを開催します。　　　

開催時期　11月
対　　象　企業（団体）の管理職・人事担当者の方およびメンター候補等
内　　容　メンター制度を導入している各企業の取り組み内容および成果、人材確保の方法、求められる役割等

平成24年10月14日（日）　会場／福井県社会福祉センター講師／オフィス上村　代表　上村 泰子氏

　出産、介護等で離職していた女性が、再就職に向けて、ハローワーク、
企業、女性活躍支援センターから知識や情報を得るとともに、マナーや
コミュニケーションのスキルを学びました。

開館日の9：00～16：45

無 料 無 料

｝

仕事も子育ても！
～私らしい両立スタイルを見つけよう～
講師／㈱マザーネット　代表取締役社長　上田  理恵子氏

具体的な話が
参考になった。

前向きな気持ち
になれた。ワーキングマザーとし

てのアドバイスが参考
になった。

　講師の体験談を通して、仕事と家
庭を両立させるために必要なノウ
ハウを学びました。
　仕事と子育ての相乗効果や自分
のベストバランスを見つけること
等のアドバイスもいただき、受講者
が元気になれるセミナーでした。

ビジネスマナー研修 ～家庭・地域・職場に活かそう～
「企業連携講座」

女性キャリア相談 女性総合相談

日頃の習慣を見直す
きっかけとなった。

地域や職場の方と
コミュニケーションを
とる際の参考になった。
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平成24年10月14日（日）　会場／福井県社会福祉センター講師／オフィス上村　代表　上村 泰子氏
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無 料 無 料

｝

仕事も子育ても！
～私らしい両立スタイルを見つけよう～
講師／㈱マザーネット　代表取締役社長　上田  理恵子氏

具体的な話が
参考になった。

前向きな気持ち
になれた。ワーキングマザーとし

てのアドバイスが参考
になった。

　講師の体験談を通して、仕事と家
庭を両立させるために必要なノウ
ハウを学びました。
　仕事と子育ての相乗効果や自分
のベストバランスを見つけること
等のアドバイスもいただき、受講者
が元気になれるセミナーでした。

ビジネスマナー研修 ～家庭・地域・職場に活かそう～
「企業連携講座」

女性キャリア相談 女性総合相談

日頃の習慣を見直す
きっかけとなった。

地域や職場の方と
コミュニケーションを
とる際の参考になった。
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広域学習グループのご紹介 友愛塾のご紹介
Ｐ・Ｃ青い鳥（パソコンサークル）

代　表　山本　敏夫

　当パソコンサークルは、Ｐ・Ｃの基本操作から応用までを学習
するとともに、パソコンを通して生きがいのある生活をする（頭
脳の活性化、地域に役立つＰ・Ｃ等）、そしてサークルメンバー間
の、ほのぼのとした友情、助け合い、等々をめざして平成24年4
月から発足したパソコンサークルです。メンバーは現在21名で、
男性2名女性19名です。
　講習は、専任講師とアシスタント2名で、明るく且つ楽しい雰
囲気の中、懇切丁寧な学習、指導をして頂いております。講習内容
につきましては、パソコンの基礎知識学習編に合わせて、6ヶ月
ごとにパソコンの何を習いたいか？何を知りたいか？をメン
バー全員にアンケートを取り、要望の多い事項順に応用編の指導
をして頂いております。
　サークルのモットーは、パソコンが好きになること・初心者や高
齢者でも学びやすく、且つメ
ンバー全員のパソコン力を高
めることで日常生活を豊かに
し、地域社会にも貢献できる
事等を目標にしております。
　あと数人研修室の定員に
空きがありますので、ご参加
をお待ちしております。

アンサンブルＧ・Ｇ
代　表　木村　義彦

ントコンサートとし
て開催します。皆様
のご来場をお待ちし
ています。

自彊術（じきょうじゅつ）体操
代　表　寺腰　恭子

　自彊術体操は、福井市社南公民館の自主グループ活動として
平成 17 年 10 月に発足しました。現在会員は 12 名で、毎週
１時間半、社南公民館にて自彊術体操・療法の練習を行ってい
ます。
　さて、みなさんは「自彊術」というのをご存じでしょうか？自
彊術とは、大正5年に創案された、日本最初の健康体操です。現
在の按摩、指圧、整体、カイロプラクティック、マッサージ等を
ミックスした数百種に及ぶ手技療法が土台となっており、ただ
の体操ではないというところに特徴があります、と言うと何か
難しそうですが、体操自体は31の動作のみで、15分程度で行
うことができます。また、この体操は道具は必要なく、畳１畳分
のスペースさえあれば、どこででもできます。
　効用は硬くなった関節をほぐし、歪んだ骨格を矯正し、血液

おはなしキャラバン“本はともだち”
代　表　福井　幸代

　子ども達に感性豊かに育つ環境を！そんな子育て真っ最中
の母として、子育て支援活動を始めたのがきっかけです。他県
では子育て中は、人形劇や親子対象の演劇、コンサートなど、子
連れでも気兼ねなく参加できる文化事業が様々ありました。と
ころが、地元に戻るとそのような事業は少なかったので、8年
前から主に子育て支援と、年に１回の人が演じる舞台や音楽、
ふれあい遊びを通した親子ふれあい文化活動を始めました。
　２年前より、おはなしキャラバン“本はともだち”と
ネーミングを変え、週３回の子育てひろばと毎月１回お
はなし会をしています。あと、依頼があれば子育て支援セ
ンターや保育園等に出向き、０歳からの本の選び方や本
の紹介、読み継がれた絵本の魅力などを伝えるブック
トークと、生の演劇や人形劇を行っています。
　これからは、たくさ
んの夢とおはなしの
世界を届ける「おはな
しのおもちゃ箱」、何
が出てくるか楽しみ
になる活動を展開し
ます。

各広域学習グループへのお問合せは、福井県生涯学習センター（Tel 0776－41－4206）までお気軽にどうぞ

　友愛塾は、「これまで仕事や趣味で身に付けてきた知識や技術を他の人にも伝えたい」という意
欲のある方が、県民講師となって開設する講座で、福井県生涯学習センターが支援するものです。
　平成25年度は、56講座が開講される予定です。

平成24年度友愛塾講座の様子
　平成24年度、ユー・アイふくい会場では41講座、若狭図書学習センター会場では7講座、延べ1600名以上の方
の参加をいただきました。どの講座も和気あいあいと和やかな雰囲気の中で行われました。
　その一部の講座を紹介します。（　緑枠　はユー・アイふくい会場　　青枠　は、若狭図書学習センター会場の様子です）

パソコンで楽しむかんたんフォトアルバム
　自らの知識・経験を活かし、パソコンの知識を学んでいただき、
生涯を通して共に「学ぶことの楽しさ」「生きがい」「世代交流」「地
域交流」により「ときめく青春時代をもう一度」実感して頂けた
らとの熱い思いが、県民講師として前期に１講座、後期に１講座
を開講する運びとなりました。学びの中から「できる喜び・達成感・
学ぶ楽しさ・いつまでも輝いていることの素晴らしさ」を一人で
も多くの人に知っていただくことを願っています。また、受講生
の聞く視点で常に教え方を創意工夫しながら「生涯学習」の楽し
さを実感していただけたときの受講生の笑顔を思い描きながら、
共に喜びを分かち合える「学びの道標」になればと考えています。
　「チャレンジすることは、今を精いっぱい生きること。
　　　　　　　　　　　　これからも一生青春、一生勉強」
　講座への参加を心からお待ちしています。

県民講師　小野　浩一郎

武術歩行トレーニングで体幹バランスを整えよう
　沖縄から伝わった武術、剛柔流空手の稽古は、基本の形に則っ
た歩き方から始まります。身体の前後左右のバランスを整え、体
幹を鍛えることが一番大切なのです。この武術の歩行法は、日常
生活に必ず役に立つものだと思います。毎日を楽しく健康に暮ら
していくためには、自分の足で元気に過ごすことが基本です。
　普段は何気なく歩いていますが、武術の歩き方を身につけるこ
とで、体の使い方が変わります。「老化は足から」という言葉も
あるように、足腰を鍛えることは健康や若さを保つ秘訣なのです。
簡単な歩行法と体幹を使った無理のない運動法なので、どなたで
も手軽に身につけられます。ぜひ、琉球武術ならではの伝統的な
歩行法を知ってもらい、日々の健康維持に役立ててもらえたら幸
いです。

　　　　　　　　　　　　　
県民講師　　小池　崇博

草木染め

草木を使って自然の色で染
め上げました。

ベビーマッサージ

わらべ歌を聞かせながら、親
子で触れ合いました。

数楽パズル

様々な問題に和気あいあい
と挑戦しました。

フラワーアレンジ

素敵なアレンジメントを楽し
みながら作りました。

障子の張り替え

実習をとおし、張替の技術を
習得しました。

着物の着付け

一人で着物を着る楽しみが
増えました。

骨盤の歪み

体の歪みについて学び、体
操をしました。

朗　　　読

最終回は、各自が選んだ作品
を朗読し聞きあいました。

アンチエイジング

アンチエイジングの知識を学び、
手作りコスメ等を作りました。

わくわく楽しく 絵本の読み聞かせ

読み聞かせの基本について
学び、実演も行いました。

ココロもカラダもハッピーに！
香りの魔法アロマテラピー講座

アロマテラピーについて学び、石けんや入浴
剤、マッサージ用オイルなどを作りました。

楽しく歌いましょう

姿勢や呼吸法、発声法など、歌うた
めの基礎を学び、楽しく歌いました。

の循環を活発にするとされ
ています。私は以前肩こり
と腰痛に悩んでいたのです
が、体操を始めて数か月で
改善し、以前より疲れにく
く元気になりました。ご興
味があれば、随時見学、体験
にお越しください。

県民講師の方から一言

友愛塾についてのお問い合わせは、ユー・アイふくい会場（0776－41－4206）、若狭図書学習センター会場（0770－52－2705）までお気軽にどうぞ。　

　平成 19 年に発足した男声アンサンブルグループです。
Ｇ・ＧはGracious Gentlemen の略で、合唱好きの50～
80 歳代の優雅な紳士達の集まりです。メンバーが目指して
いるのは、「いぶし銀」のハーモニーと、聞き手が「ゾクッ」と
するような男声アンサンブルの妙味を造り出すことです。
　現在の団員数は22名で、週１回の練習の傍ら、合唱・音
楽イベントへの出演や私的なイベントへのゲスト出演等を
しています。また、レベルアップをはかるため、県ヴォーカ
ルアンサンブルコンテストや県内外の合唱コンクールに参
加して銀賞他を受賞しています。昨年のマナビフェスティ
バルにも参加させていただきました。
　本年の活動としては、越前市の童謡のつどい、美浜で開催
される男声合唱団サミット等に参加します。また、9 月 29
日に、自団初の開催となる演奏会を女声合唱団とのジョイ

・・・・・・
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を朗読し聞きあいました。

アンチエイジング

アンチエイジングの知識を学び、
手作りコスメ等を作りました。

わくわく楽しく 絵本の読み聞かせ

読み聞かせの基本について
学び、実演も行いました。

ココロもカラダもハッピーに！
香りの魔法アロマテラピー講座

アロマテラピーについて学び、石けんや入浴
剤、マッサージ用オイルなどを作りました。

楽しく歌いましょう

姿勢や呼吸法、発声法など、歌うた
めの基礎を学び、楽しく歌いました。

の循環を活発にするとされ
ています。私は以前肩こり
と腰痛に悩んでいたのです
が、体操を始めて数か月で
改善し、以前より疲れにく
く元気になりました。ご興
味があれば、随時見学、体験
にお越しください。

県民講師の方から一言

友愛塾についてのお問い合わせは、ユー・アイふくい会場（0776－41－4206）、若狭図書学習センター会場（0770－52－2705）までお気軽にどうぞ。　

　平成 19 年に発足した男声アンサンブルグループです。
Ｇ・ＧはGracious Gentlemen の略で、合唱好きの50～
80 歳代の優雅な紳士達の集まりです。メンバーが目指して
いるのは、「いぶし銀」のハーモニーと、聞き手が「ゾクッ」と
するような男声アンサンブルの妙味を造り出すことです。
　現在の団員数は22名で、週１回の練習の傍ら、合唱・音
楽イベントへの出演や私的なイベントへのゲスト出演等を
しています。また、レベルアップをはかるため、県ヴォーカ
ルアンサンブルコンテストや県内外の合唱コンクールに参
加して銀賞他を受賞しています。昨年のマナビフェスティ
バルにも参加させていただきました。
　本年の活動としては、越前市の童謡のつどい、美浜で開催
される男声合唱団サミット等に参加します。また、9 月 29
日に、自団初の開催となる演奏会を女声合唱団とのジョイ

・・・・・・



小浜小学校

福井県生活学習館
ユー･アイふくい

表紙の絵画について

作　者：北荘かおる (鯖江市在住 )
題　名：「花咲く頃」
第 44回 新院展（会場：東京都美術館）2012.9　
　審査委員会特別賞　受賞作品
　大きさ　120号　洋画

会場：福井県生活学習館（ユー･アイふくい） 問合せ先　0776-41-4206

８月予定 未定

６月２６日（水） 9：30～12：00

６月２７日（木） 9：30～12：00

学習室101・102

学習室301・302

７月２８日（日） 13：30～15：30
８月　４日（日） 13：30～15：30

パソコン実習室

講　堂

６月　５日（水） 13：30～15：00

６月１９日（水） 13：30～15：00
　
６月２６日（水） 19：00～20：30
７月　３日（水） 13：30～15：00
７月１０日（水） 19：00～20：30

映像ホール

テーマ・内容 日　　時 場　所 講　　師

会場：若狭図書学習センター

６月２９日（土） 13：30～15：00

７月　６日（土） 13：30～15：00

７月１３日（土） 13：30～15：00

８月　３日（土） 13：30～15：00

テーマ・内容 日　　時 場　所 講　　師

問合せ先　0770-52-2705

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

郷土学習講座　　「ふるさとの産業」

現代的課題講座　　「人間力発見」講座

５月２５日（土） 13：30～15：00
　
６月　１日（土） 13：30～15：30
６月１５日（土） 13：30～15：00
６月２２日（土） 13：30～15：00

講　堂

中池見湿地
講　堂
三方青年の家 研修室

現代的課題講座「環境・科学」

ハッピーキャリアセミナー
「タイトル未定」

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー
「再就職にチャレンジ講座」

前期パソコン入門講座
「パワーポイント編」
＊往復はがき・電子申請で申込必要

郷土学習講座「ふるさとの歴史」

　冬に耐えた自然に、春が訪れる…厳しい時代に見ていただいた方がそんな　ほっと　心なごんで
いただけるような絵をと思いながら描いた作品です。

県生涯学習センター職員

未　　定

越前和紙　美術作家

ゼットクリエイト（株）武生工場
　　　　　　　　 バット職人

アイテック（株）代表取締役会長

福井経編興業（株）代表取締役専務

小杉織物（株）代表取締役

青木　里菜

熊谷　昌典

黒田　一郎
髙木　義秀
小杉　秀則

作　　　家

㈲箸匠せいわ　会長

三重大学社会連携研究センター

　　　　　　　　　　特任教授

未来ビレッジJAPAN代表

福井市職員

桂　　美人
木越　和夫

川上　仁一

宮田　香司
高田　稔浩

日華化学株式会社管理部門 人事総務部
総務人事グループリーダー
ふくいジョブカフェ　キャリアアドバイザー
オフィス上村　代表

宮本真由美
笠島　道代
上村　泰子

映像ホール
映像ホール

映像ホール

学習室101,102

学習室101,102

７月１１日（木） 13：30～15：00
７月１８日（木） 13：30～15：00

７月２６日（金） 13：30～15：00

８月　１日（木） 19：00～20：30
８月　８日（木） 19：00～20：30

外岡慎一郎敦賀市立博物館　館長

中島　辰男若狭歴史民俗資料館　友の会　理事

山河　尊聖神宮寺　住職

富永　　修
福井県立大学海洋生物資源臨海研究センター長

笹木智恵子福井県環境アドバイザー

奥村　充司福井工業高等専門学校　准教授

青海　忠久福井県立大学　副学長

網谷　克彦福井県教育庁埋蔵文化財調査センター　
文化財専門員


