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巻 頭 言

「生涯現役」でともに歩む
（公財）ふくい女性財団
ファームまぁま喜ね舎

理事長
代

表

松 田

千鶴子

「いつも一人ではない。私には多くの仲間がともに歩ん
でくれる。」
これが何よりも私の生きる力であり、支えです。
農家の嫁として JA 女性部に加入したことが私の人生を
変えました。農家に嫁ぎ 50 年余、職場とは違う地域の仲
間との出会いが私を育ててくれました。
JA 女性部は、女性の社会的・経済的地位の向上を目的に、
地域社会への貢献活動、健康管理活動、高齢者福祉活動
を行っています。
そういった様々な活動に携わることは、一つひとつが
『学び』『教え』『伝え』『得る』ものでした。農業に携わ
る者として、安心安全の農産物の生産活動、また家計を
預かる者として農産物自給運動を実施してきました。時
代が変わり社会情勢も変化し活動の中身は少しずつ変化
していますが、同じ目的をもった仲間たちが、それぞれ
の地域でその地域に合った学習活動を続けています。
私は、平成 13 年から『喜ね舎』という JA の農産物直
売所に安全で安心なお惣菜を提供したいとの想いで地域
の女性達とグループを作り、女性起業家を目指しました。
素人集団の私達は、想いは熱いが技術が未熟であり開
店までの期間、何度も何度も惣菜加工の商品化に向けて
実習を繰り返したものです。視察や調査の中から、まね
て作り、ならって作りを繰り返しました。こうして行っ
てきた『学習』は、技術の習得だけでなくその過程でのチー
ムの連帯意識の強まりや、信頼関係の構築など多くの得
るものがありました。
平成 23 年、私達は企業組合として法人化を行いました。

1

惣菜加工に携わり 12 年がたち、ようやく自立した組織と
なりました。その間、いろいろな機関の方々にご指導い
ただきました。仲良しグループから起業家への転身は、
かなり大変なものでした。法人化を行う意図を全員に周
知し、そのために必要な法的な手続きのあれこれを説明
し納得していただきました。高齢者が多いグループなの
で、いろいろな意味で進めるのは大変でしたが、専門家
の方々は根気よくご指導くださいました。
法人化に伴い、組合の定年を 70 歳、再雇用は 99 歳ま
でにしました。福井県の女性の平均寿命は 87 歳。生涯現
役で働ける条件にしました。もちろん、若い世代にも就
業してもらえるように労働条件も検討してきました。現
在は、36 名のメンバーが同じ目的、同じ方向を向いて歩
んでくれています。
「生涯現役」であるために、これまでの経験を生かしつ
つ、メ ン バ ー と と も に、『学 び』『教 え』『伝 え』『得 る』
ことを続けていきたいと考えています。
「生涯学習」は高齢者にとって、自己を変え、うちに隠
されていたものが現れることを可能にしていく原動力と
なり、「生涯現役」と「生涯学習」は、永遠に切り離せな
いものであると思います。

挿絵

北荘かおる氏「花束をあなたに」
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平成25年度 ゆー・あい
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりの促進と女性の活躍を応援するために生活学習館が実施して
いる講座です。

指導者養成講座
男女共同参画社会の実現のために地域で積極的に行動できる指導的役割を担うリーダーを養成する講座です。

「上手な組織・グループ運営について」
講師：いしかわ市民活動ネットワークセンター 副代表理事 事務局長

青海 康男 氏

８月24日（土）
前半では地域における活動単位となる組織の基本的な事項について説明があ
り、後半はグループ内の互いのタイプを知った上での会議の進め方について実践
で学びました。

働く女性の能力アップ講座
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ための講座です。

「コミュニケーション＆モチベーションUP講座」
講師：株式会社 Oﬃce･CanDo

代表取締役

宮永 満祐美 氏

コース１ ５月21日（火）、５月29日（水）19:00〜20:30
コース 2 6月1日（土）10:00〜16:00
「モチベーション UP セミナー」
「ビジネス・コミュニケーション」
〜

聴く

スキルと

聞く

スキル〜

〜モチベーションをあげて目標達成！〜

相手との信頼関係を構築するための
聴き方 と、相手の考えや情報を引
き出すための 聞き方 を、様々なワー
クを通して学びました。

ビジネスおよび日常生活の様々な場面
で活用できる「モチベーションの自己
コントロール」方法を実践的に学びま
した。

職場ですぐに実践したい！

新たな自分を発見できた！

女子高生のための科学・技術者への招待セミナー
女子高生と、科学・技術分野で活躍する女性が講演や交流会を通して触れ合うことで、若い世代の女性の理工系
分野への夢を育み、チャレンジを応援する講座です。

丸岡高校

武生高校

7月11日（木）
講演会 「私の進路（専門）選択と職業選択」
講師 東京工業大学 産学連携推進本部
産学連携コーディネーター 林 ゆう子

氏

交流会 「私の進路（専門）選択と職業選択」
講師

東京工業大学産学連携コーディネーター
セーレン株式会社研究開発センター
福井県工業技術センター 研究員
福井工業大学大学生２名

「これがベスト」と自分が
納得できる進路選択を！
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林 ゆう子氏
小玉 知代氏
岩下 美和氏

「なりたい自分」を心に
持ち続けて

７月12日（金）
講演会 「女性 研究者・大学教員のお仕事の実態」
講師 福井県立大学 海洋生物資源学科
准教授 東村 玲子 氏
交流会 「理系選択後の将来って？」
講師

福井県立大学海洋生物資源学部
東村 玲子氏
医療法人健康会嶋田病院 看護師
佐藤 好美氏
福井県立病院 看護師
川端 真実氏
福井県立大学 大学院生・大学生 各１名

仕事でがんばって、
「女 性」で は な く
「人」として評価さ
れるときが最高！

カレッジ講座レポート
再就職にチャレンジ講座
6月26日（水）
・27日（木）
結婚、育児、介護などで離職した女性が再就職する
ために必要な知識や情報を得るための講座を開講しました。

働くという原点を
思い出した

講師：ハローワーク福井
統括職業指導官

女性の求人状況＆
よりよい就職に向けて

コミュニーケーション、礼儀、
挨拶など楽しく為になりました

小林 康夫 氏

企業が求める人材って
どんな人材？
企業に欲しい人材と
思わせる就活のコツ

講師：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
宮本 真由美 氏

社会人として輝く
コミュニケーション力
の向上術

講師：オフィス上村
代表

講師：ふくいジョブカフェ
キャリアアドバイザー

再就職
はじめの一歩！

講師：ふくい女性活躍支援センター
キャリア相談員

笠島 道代 氏

上村 泰子 氏

〜私が輝く仕事選び〜

松岡 幸代

福井男女共同参画月間記念行事

ふくいきらめきフェステ
スティバル
ィバル 2013
テーマ：いつきらめくの？「今」でしょう !!

開催日

６月 22 日（土）

主

ふくいきらめきフェスティバル実行委員会

催

会

場

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）

記念講演

事務局 （公財）ふくい女性財団

福井県男女共同参画社会づくり功労者知事表彰

「あなたが輝く働き方」

個人

〜秘訣はワーク・ライフバランス〜

荒井

紀子氏（福井市）

講師：㈱ワーク･ライフバランス

熊谷

和子氏（若狭町）

代表取締役社長

小室 淑恵 氏

小林三枝子氏（永平寺町）
芝

美代子氏（小浜市）

「ライフが充実すれば、人脈・アイディア・スキルが得ら
れて、結果的にワークの質と効率が高まります。ワーク・
ライフバランスに積極的に取り組み、勝てる組織と充実し
た人生をつくっていきましょう。」と参加者に向けて熱い
エールを送っていただきました。

団体

ワークショップ

体験・展示など

橋本勢津子氏（勝山市）
武生男女平等市民研究会（越前市）

「女の言い分、男の言い分」
〜魅力アップコミュニケーション〜

男女 70 名が「ケンミンまるごと
大調査」（文芸春秋出版）などをも
とにグループワークや寸劇で男女の言い分を分析し、男女
がお互いの言い分を理解し、思いやる気持ちが大事なこと
を、楽しい雰囲気の中で理解することができました。

講

ボクシングで
エクササイズ

リラックス体操

バリスタ体験

座

好感度スタイル実践講座

〜 似合う 色で自分スタイル発見〜

バルーンアート教室

キャラ弁教室

多数の講座に家族連れや働く女性など幅広い年代の
皆さんが参加されました。
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平成25年度 福井ライフ・
9月までに行われた講座の中からいくつか紹介します。

ふるさとの歴史
＜ユー・アイふくい＞

幕末の福井藩

ー先人たちの軌跡ー

毎年、多くの方が受講する人気の講座で
す。今年は、会場を多目的ホールに変更して、
ゆったりとお楽しみいただきました。幕末の
福井藩を取り上げ、大きなスクリーンで福井
藩の城下の様子をご覧いただくこともでき、
好評を得ました。
また、福井市立歴史郷土博物館で開催した

第１回「幕末維新の動乱と福井藩」

現地講座では、松平春嶽を中心とした貴重な
史料について、丁寧に解説していただきなが
ら見学することができました。

第４回「城下絵図からみた幕末の福井」

＜若狭図書学習センター＞

ふるさと福井の歴史をたどる

大谷吉継と京極高次、常高院三姉妹、神宮
寺1300年の歴史、鳥浜貝塚など若狭にま
つわる歴史の詳しい話を聞くことができ、
満足度の高い講座になりました。
嶺南地域の歴史について振り返ることが
できるよい機会となりました。

第２回「戦国の世と常高院ら三姉妹」

第１回「大谷吉継と京極高次
〜関ヶ原の合戦、それぞれの選択」

ふるさとの産業
＜ユー・アイふくい＞

進化する福井の工業

絹による人工血管の開発、１００人以上
のプロ野球選手から注文があるバットや国
内シェア１位の浴衣帯の製作など県内の優
れたものづくりの技術について、経営者や
若手職人にお話いただきました。
さまざまな困難がありながらも、世界に

第４回「福井から世界へ繊維会社の挑戦
−絹による人工血管の開発−」

第５回「ナンバー１からオンリー１へ」
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目を向けて新しいことに挑戦する姿勢は、
受講者に大きな感動を与えていました。

アカデミー講座レポート
人間力発見
＜ユー・アイふくい＞

今をみつめる

ー自分らしさ発見ー

本県出身の作家や、パラリンピック金メダ
リストなど、多彩な分野でご活躍中の5名の
方々にお話いただきました。
人生の岐路に向き合い、困難を克服しなが
ら、自分の道を求め歩まれた、講師の生き様
や豊かな人間性に触れ、自分らしい生き方を
考える良い機会になりました。

第１回「崖っぷちの人生」

第3回「忍術修行と現代生活」

環境・科学
＜若狭図書学習センター＞

豊かなふくいの環境を未来へ

第1回 里地・里山・里海湖の
つながりから環境保全を考える
「水は森と海を結ぶキューピッド」

ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ国際会
議開催事業に関連し、里山や里海、地下水な
ど身近な生活や環境について学んでいただ
きました。現地講座を２回実施し、中池見湿
地と三方青年の家に行きました。
「実際に見て、よくわかった。」
「 気分が変
わってよい。」などの声をお寄せいただきま
した。

第２回「中池見湿地の環境保全
〜ラムサール条約に登録の湿地〜」

大学開放講座
共催講座

今年も大学開放講座、共催講座として、各市町で多くの講座が開講しま
す。大学開放講座は、県内高等教育機関の先生を講師に、各市町がテー
マや講座内容を企画し開催しています。今年は5月12日に行われた鯖江
市をスタートに、16市町25講座を予定しています。共催講座について
は、福井市をはじめ5市町の講座に対して、支援を行っています。
美浜町はあとふる大学、講師

勝山市民大学「元気にしゃべ

は、仁愛大学の小林逸雄氏

ろう」講師は、福井テレビの

です。

松枝隆一氏です。

「福井学基礎講座」では、福井工業大
学の吉田純一氏をお招きしてパネル
ディスカッションが行われました。
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2013

マナビ・フェスティバル

9月7日（土）
・8日（日） 於 ユー・アイふくい、福井県立図書館
9月7日・8日、毎年恒例の生涯学習の祭典「2013マナビ・フェステイバル」を開催しました。
今年は、福井市消防音楽隊の演奏で幕を開け、講座や体験、ステージ発表、展示など、延べ約4,000人の方に
お越しいただきました。
福井ライフ・アカデミーの受講生の皆
さんの中で、所定の単位を取得された

証書授与

単位認定

よる
音楽隊に グ
防
消
市
ン
福井
オープニ
華やかな

方々へ、林雅則教育長から単位認定証書
が授与されました。

マナビセミナー

１限目 人間力
「放送の裏側と豊かなコミュニケーション」
FBCエキスパートキャスター

２限目 生命・健康
「健康から健幸へ〜健幸設計のすすめ〜」

福井ライフ・アカデミーが開催し
たこれまでの講座の中で、人気の高
かった講師や、皆様からのリクエス
トの多かった講師をお招きして御講
演いただきました。

森本

茂樹 氏

名田庄診療所

所長

中村

伸一 氏

放送大学

教授

杉森

哲也 氏

歴史研究者

本川

幹男 氏

３限目 歴史
「歴史と人間を考える
〜旧会津藩士の東京帝国大学総長・山川健次郎を事例として〜」
４限目 歴史
「幕末動乱期の福井藩」

和気あいあいとした雰囲気の中に
も、心に響くお話の数々…。すばらし
い講師陣のおかげで、充実したセミ
ナーになりました。

ステージ発表
吹奏楽部

羽水高校
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日ごろの練習の成果を、1１団体の方がステージで披露しまし
た。どの団体も熱演で、聴衆者の大きな拍手を得ました。今年は、
いつも当館の音楽練習室で練習している羽水高校吹奏楽部の活
き活きとした演奏もありました。今年初めて作った１階ロビーの
特設ステージでは、コカリナと合唱のコラボレーションなどがあ
り、楽しい雰囲気に訪れた人が立ち止まって聞いていました。
ブル

アンサン

コカリナ

り」

「どんぐ
童謡の会

キラキラきれい！

ワクワク！ドキドキ！

親子体験コーナー
「親子で栄養満点ランチ」やパソコ
ンを使っての卓上カレンダーや名刺
作りをはじめ、アンモナイト消しゴ
ムや恐竜缶バッジ作り、絵本ライブ
や紙芝居などで多くの親子が楽しん
でいました。また、今年は文書館（す
ごろくでタイムスリップ）やこども
歴史文化館（トリックワールド）、恐
竜博物館（恐竜ものづくり）、幼児教
育支援センター（絵本とおもちゃの
広場）など県のさまざまな施設から
も、魅力ある催し物をしていただき
ました。

とうめいキャンドルを作ろう
見える！見える！ふしぎ？

トリックワールド
がらがらどん♪♪♪

僕だけのめいしができたよ

こどもめいし作り

あらじんの絵本ライブ

趣味・健康コーナー

せっちゃんおばちゃんの紙芝居
アンモナイト消しゴム・
恐竜缶バッジを作ったよ

恐竜ものづくり
おいしさ満点

親子で栄養満点ランチを作ろう

１階には、ミニコサージュやハーブの匂い袋などの素敵な小物
作りや、心肺機能を鍛え自律神経を整えるための自彊術体操な
ど、多彩なジャンルを気軽に体験できるコーナーが並びました。
新鮮で楽しい体験に、どのコーナーにもたくさんの方が訪れ、笑
顔で参加されていました。

明るく元気に自彊術体操

古代文字を書いてみよう

自分で書いた古代文字入りの
素敵なしおりができたよ♪

体がすっきりしました！

ハーブのオリジナル匂い袋

お好みの香りをブレンド！

市

もの
おいしい

おはぎやチーズケーキ、地場産の
野菜、おからドーナツ、若狭塗箸など
14店舗が出店しました。お客様と楽
しく会話をしながらの販売風景は活
気にあふれ、早々に完売してしまう
店が多く見られました。

各お店とも、大盛況です。

どれも、おいしそう。
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活

動

展

毎年恒例の、広域学習グループ、友愛塾、各市町の団体等の活動
展。今年は展示場所として多目的ホールも開放しました。絵手紙、
俳句、陶芸や、金属部品を用いたダイナミックなねじアートなど
の作品からは、熱心に活動している様子がよく伝わりました。

心温まる絵手紙の作品です。

ねじアート展

全日本写真連盟 福井支部

今にも
動き出し
そうです。
南絵手紙の会

郷愁をそそる写真です。

ぶ講座
学
に
も
と

男女が

秋から旬を迎えるにんじんをテーマに、①おいしく食
べる講座②家庭菜園で育てる講座を開催しました。苦手
なにんじんもちょっと工夫するととてもおいしくなる
ことがわかりました。

クッキングＤＥにんじん

家庭菜園ＤＥにんじん

野菜ソムリエコミュニティ福井

ふくいの食育・地産地消コーディネータ

にんじんづくしのラン
チプレートを作りました。
にんじんをたっぷり使った
濃厚なスープは大好評♪
健康・美容効果も高いこ
とを学び、男性も女性も
大満足でした。

身近な野菜「にんじん」
に つ い て、福 井 の 生 産・
消費に関する豆知識、栄
養・効 果 的 な 摂 り 方、そ
して家庭での栽培方法と
そのコツをしっかり学び
ました。

飛田 友香 氏・朝井 啓子 氏

土橋 登喜雄 氏

にんじん 食べくらべ

県立図書館 会場

友 彩会

９月１日から８日までの１週間、県立図書館で広域学習グループの
活動展を行いました。多くの来館者が、清涼感に溢れる作品に見入って
いました。

生活学習館（ユー・アイふくい）
利用者

300 万人達成！！

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）は、男女共同参画社会の形成と、生涯学習の推進を図るという二つの
機能を持つ複合施設として平成７年７月に開館しました。開館１９年目を迎えた本年８月２１日に利用者総数が
３００万人を超えました。この間、多くの方々に活動や交流の場としてご利用いただきました。改めて県民の皆
様に深く感謝申し上げます。
「ユー・アイふくい」という愛称には、「あなたも私も、老若男女だれもが集い、学習できる場所」という意味
が込められています。
県民の皆様に親しまれ、気軽に利用できる生活学習館であり続けるために、今後もより一層努力してまいりま
すのでよろしくお願いいたします。
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友愛塾のご紹介
友愛塾は、「これまで仕事や趣味で身につ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、ボランティア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。

からだがよろこぶ旬野菜の家庭料理
4 回 にわたり、旬 野 菜 を たっぷり
使った 身 近なメニューを紹 介しまし
た。簡単なデザートも含め3〜4品を
作り、参 加 者 の 皆 さんで 試 食しまし
た。色合いのきれいな、食欲をそそる

レシピもわかりやす
く、家庭でもすぐ実践
できそうです。

メニューは、ご家庭でも喜ばれそうで

毎回楽しく参加しまし
た。大変おいしかった
です。

す。

WORD基礎

〜あなたも学べるパソコン講座〜

WORD2010を基礎から学んでい
く講座です。個々の質問にも答えられ
るよう複数の講師で対応しながら、4

初めてのワードでした
が、良く理解できまし
た。

回シリーズで進めていきました。多く
の方が参加され、大変熱心に学んでお
モニターがあって分か
りやすく、質問もしや
すかったです。

られました。

初心者でも簡単！失敗しないジェルネイルレッスン
マニキュアよりも持ちが良く、自然
な仕上がりが魅力のジェルネイル。そ
のジェルネイルを、自宅でも失敗する
ことなく楽しむための様々な基 礎 知

初体験のジェルネイ
ル。思ったより難し
かったです。

識を学んでいきました。最終回には、
参加者全員が素敵なアレンジを仕上

教わったことを、これ
から家で試すのが楽し
みです。

げることができました。

品格ある輝く女性になりませんか

マナー講座

普段の自分自身のマナーを再確認
しながら、日常に役 立つ 基 本的な礼
儀作法を学びました。講 義や実 践を
通して、様々な場面に応じたマナーを
楽しく学びあいました。

マナーの大切さがよく
わかりました。これか
らの生活にぜひ生かし
ていきたいです。
普段忘れがちなマナー
を再認識することがで
きました。有意義な時
間でした。
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若狭図書学習センター
ー

と き
ところ

2013 マナビ・フェスティバル in 若狭 開
開催紹介

10月19日（土）9:00〜18:00 10月20日（日）9:00〜17:00
福井県立若狭図書学習センター
内容

○現代的課題講座「人間力発見」：テーマ「サクラサク」 講師
○にこにこ！こどもランド

○こども映画会「１０１匹わんちゃん」

○おはなし会（おばま児童文学会
○若狭おいしいもの市
○活動展

人村朱美氏

風夢）

○白川文字学ゲームコーナー

○広域学習グループ・わくわくスクランブルステージ発表

他

○体験コーナー

☆こどもから大人まで、みんなが楽しめるコーナーが盛りだくさんです！ぜひお越しください☆

ૣڽ੩ছॖই॔؞ढ़ॹشಈౠ੧ق+াع+াك
会場：福井県生活学習館（ユー・アイふくい）
講

座

名

現代的課題講座 「環境・科学」

現代的課題講座 「現代社会」

現代的課題講座 「国際社会」

漢字文化講座

問合せ先

0776-41-4206

日
時
10月 3日
（木）13：30〜15：00
10月10日
（木）13：30〜15：00
10月17日
（木）13：30〜15：00
10月24日
（木）13：30〜15：00
（木）13：30〜15：00
10月31日
10月27日（日）
13:30〜15:00
11月10日（日）
13:30〜15:00
11月14日（木）
13:30〜15:00
11月24日（日）
13:30〜15:00
11月28日（木）
13:30〜15:00
11月20日（水）
13:30〜15:00
11月23日（土）
13:30〜15:00
11月27日（水）
13:30〜15:00
12月 4日（水）
13:30〜15:00
12月11日（水）
13:30〜15:00
11月 4日（月）
13:30〜15:00
11月16日（土）
13:30〜15:00
11月21日（木）
13:30〜15:00

郷土学習講座「ふるさとの文化」

1 月、2 月（予定）

場

所

講

師

福井工業高等専門学校准教授
福井工業高等専門学校講師
岐阜経済大学教授
福井大学大学院教授
名古屋大学大学院教授

奥村 充司
坪内
彰
森
誠一
福原 輝幸
北川 浩之

映像ホール

金融広報アドバイザー
福井県環境アドバイザー
福井県立大学 学術教養センター准教授
東海大学観光学部観光学科教授
金融広報アドバイザー

飯田 雅子
藤原 一功
石原 一成
田中 伸彦
青木 克博

映像ホール

福井県立大学経済学部講師
杉山 泰之
農園たや
田谷
徹
アレックス・アロンソ
福井県アメリカ国際交流員
福井県立病院看護師
林
智美
株式会社エイチアンドエフ営業部理事 小嶋 一典

映像ホール
10月17日は
現地講座

（

）

多目的ホール

立命館大学白川静記念 東洋文字文化研究所 客員研究員 津崎 幸博
立命館大学白川静記念 東洋文字文化研究所 客員研究員 津崎 幸博
早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 笹原 宏之

映像ホール

未

映像ホール

定

10月30日
（水）13：30〜15：30
11月 6日
（水）13：30〜15：30

パソコン実習室

県生涯学習センター職員

「パワーポイント編」

11月26日
（火）13：30〜15：30
12月 3日
（火）13：30〜15：30

パソコン実習室

県生涯学習センター職員

１月
（予定）

パソコン実習室

県生涯学習センター職員

中期

パソコ
ココン入門門講座

「エクセル編」

後期期

「ワード編」

＊「パソコン入門講座」は往復はがきまたは電子申請による申込が必要です。

会場：若狭図書学習センター
講

座

問合せ先

名

日

0770-52-2705

時

場

所

講

師

現代的課題講座「人間力発見講座」

10月19日
（土）13：25〜15：30
10月26日
（土）13：30〜15：00
11月 ２日
（土）13：30〜15：00
11月 ９日
（土）13：30〜15：00

舞台俳優
トヨタ自動車陸上長距離部
特任教授
多目的ホール・講堂 三重大学
福井市役所
職員

漢字文化講座

11月 3日（日）
13:30〜15:00
11月30日（土）
13:30〜15:00

講

堂

元 有終西小学校教諭 漢字教育士 山下 尚美
立命館大学白川静記念 東洋文字文化研究所 客員研究員 津崎 幸博

講

堂

未

郷土学習講座「ふるさとの文化」
■お問合せ
福井県生活学習館
福井県生涯学習センター

1、2 月（予定）

定

ユ ー・ア イ ふ く い

0776-41-4200（代）FAX.0776-41-4201

〒918-8135 福井県福井市下六条町14-1 TEL.

［施設利用申込専用］

TEL. 0776-41-4203

FAX. 0776-41-4210

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

小浜小学校

福井県立若狭図書学習センター
〒917-0075 小浜市南川町6-11
E-mail

TEL.0770-52-2705 FAX.0770-52-2715

wakuwaku@angel.ocn.ne.jp ホームページ http://www.library.pref.fukui.jp/wakasa/

福井県生活学習館
ユー･アイふくい

人村 朱美
早川
翼
川上 仁一
高田 稔浩

