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巻 頭 言

県民の皆様の
「学びの場」の拠点として

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）

館 長　出　蔵　加津代

　学びの道しるべは、昭和57年10月に旧県民会館 3階に福井県生涯学習センターを開

設した際に創刊し、今号をもって111号になります。

　生活学習館（ユー・アイふくい）は、生涯学習センターと女性総合センター 2つの

機能を併せ持つ複合施設として平成 7年 7月にオープンし、今年で開館20年目を迎え

ることになります。

　毎年、約16万人余りの方が当館をご利用くださり、昨年 8月には来場者300万人を

達成することができました。皆様方のご支援、ご協力に改めて感謝申し上げます。

　本県の生涯学習をリードする拠点としては、主催事業である「福井ライフ・アカデ

ミー」各種講座をはじめ、県内それぞれの市町がユニークな講座を企画し共催で開催

する共催講座、県内の高等教育機関の講師陣と開催市町とのコーディネートを行う大

学開放講座、友愛塾など、400以上の講座を体系的に開催し、昨年度は延べ 7万人余

りの方が受講されました。　　　

　平成 4年開校の「福井ライフ・アカデミー」は、幅広い年代層の方や県内全域の方

に受講していただけるよう、魅力あるテーマを取り上げ、夜間・現地講座等開催方法

も工夫を加えながら充実に努めてまいります。

　また、当館を活動拠点に自主的に学習活動を展開しているグループや、ご自分が持

っている知識や技術をボランティア講師となって他の人にお伝えする自主企画講座

は、今後も県民の皆様の自主的な学習活動を応援してまいります。

　女性の活躍を応援する総合的な活動拠点としては、働き者の福井の女性が地域や職

場で責任ある役割を担い、優れた能力を存分に発揮できる社会づくりを進めるため、

女性リーダーを養成するための講座の開催や企業や地域における意識改革や啓発を図

る講座への支援、女性総合相談などを実施しています。

　また、平成19年 8 月に開設した「女性活躍支援センター」は、女性のキャリア相談

やネットワークづくりを支援してまいりましたが、今年度から、再就職や子育て、育

児休業からの復帰の相談など、仕事も子育てもがんばりたい女性をワンストップで応

援するセンターとしてリニューアルし、新たに生まれ変わります。ハローワークや福
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祉人材バンクなどさまざまな機関と連携しきめ細かなサービスをお届けします。キッ

ズコーナーやチャイルドルームもありますので、お子様連れでも安心してお越しいた

だけます。

　 2つのセンター機能の他に忘れてはならないのが、当館の貸館施設です。最大収容

人数700名の多目的ホール、130名収容の映像ホール、収容人数16名から84名までの各

学習室、お茶会も開催できる和室、フィットネスルーム、音楽練習室、パソコン実習

室などさまざまなニーズにお応えできる充実した施設が揃っています。

　また、 1階の情報ルームは、生涯学習や男女共同参画に関する書籍や雑誌が揃って

おり、約4,500冊の書籍は貸し出しすることもできます。ビデオブースやオーディオ

ブース、インターネットも自由にご利用いただくことができます。

　是非、地域のグループや各種団体の研修会、ご自分の勉学の機会などにご利用いた

だきたいと思います。

　さまざまなライフステージで自分に適した方法や手段で学習活動を行うことは、個

人を活性化するとともに、本県の活力の増進にもつながります。「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。

　生涯学習の推進や男女共同参画社会の形成を取り巻く環境は時代とともに変化して

おり、県民の皆様のニーズもますます多様化していることを実感しております。そう

いった変化やニーズを的確に捉え、利用される皆様の視点に立って各種講座や研修の

企画運営、事業の展開を進めてまいりたいと考えておりますので、ご意見やご提案が

ありましたらいつでもお寄せください。

　県民の皆様の「学びの場」の拠点として、

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、より一層努力してまい

りたいと思っております。

挿絵　「心豊かに」北荘かおる氏
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平成 26 年度福井ライフ
平成26年度  入学生・受講生募集

　「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96名の新しい入校生があり、現在までに10,700名以上の方が登録をされ、
学びを楽しんでいます。

■単位認定証書／35、100、以降100単位ごとに、申請に基いてお渡しします。
※福井ライフ・アカデミー主催・共催・連携いずれかの事業の講座、講演等を受講の際、受
講１回で１単位として、受講カードに押印します。

※単位取得に期限はありません。

受講した証として、単位を認定します。

•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）
•県政広報ふくい「ふくいインフォ」（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）

講座情報は？

■主催講座／福井ライフ・アカデミー本部が講座や講演を開催します。
・ふるさと学習講座－ふるさとの歴史・ふるさとの戦略・ふるさとの環境・
　　　　　　　　　　ふるさとの文化・ふるさとの産業
・漢字文化講座
・現代的課題講座－人間力発見・国際社会・現代社会
・地域元気講座－家庭・地域講座・学びチャレンジ
・パソコン入門講座

■共催講座／市・町が講座や講演を開催します。
■連携講座／国・市・町・NPO法人・その他の団体などが講座や講演を開催します。

どんな講座があるの？

■対　　象／県内に居住、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っています。入学された方に「受講カ

ード」をお渡しします。
■入 学 料／無料

入学手続きは？

受　　講

認
定
証
書

単位認定証交付

申
込
書

入学手続き

生涯学習マスコット「マナビィ」
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・アカデミーのご案内
 平成26年度はこんな講座を開きます！

期日、時間、講師など詳しいことは裏表紙をご覧ください。

本県出身白川静先生が体系化した「白川文字学」を紹介すると
ともに、さまざまな視点から広く漢字に関わる謎を解き明かし
ていきます。

中学、高校時代に学んだ内容を身近でわかりやすい題材として
お届けします。ごいっしょに学ぶ楽しさを味わいましょう。

ふるさと福井のブランド力アップをめざすさまざまな分野にお
ける新しい取り組みを紹介し、郷土の未来像をともに考えます。

福井県は、風土と深く関わるすぐれた文学作品を生み出してい
ます。ふるさと文学の魅力を学び、それを後世へ伝えていくこ
との重要性を考えます。

漢字文化講座（福井・若狭）

「おとなの漢字教養講座」

学びチャレンジ（福井）

「楽しく学ぶ、おとなの学校」

ふるさとの戦略（福井）

「ふるさとの戦略～福井の未来を考える～」

ふるさとの文化（若狭）

「再発見　ふるさとふくいの文学」

６～11月開講

８～９月開講（予定）

７～９月開講（予定）

７～８月開講

　今年度は、ユー・アイふくいと若狭図書学習センター等において、110回あまりの講座・講演を開催する予定です。
新しく開講する「ふるさとの戦略」講座では、ふるさと福井の魅力を再発見し今後の福井の未来を考えます。また、「学
びチャレンジ」講座では「おとなの学びチャレンジ」と銘打ち、学校で学んだ教科書の内容を学び直します。
　今年も多彩な講座を予定しています。多くの方の受講をお待ちしています。

●福井県生涯学習センター／TEL.0776－41－4206　●若狭図書学習センター／TEL.0770－52－2705講座のお問合せ

26年度講座レポート

ふるさと学習講座「ふるさとの歴史」
テーマ：「越前朝倉　歴史ロマン」
戦国大名朝倉氏の活躍と、一乗谷朝倉氏遺跡の魅力を５回シ
リーズでお届けしました。

第５回はみんなで大型バスに揺られ、
資料館と遺跡を訪ねました。和気あい
あいと「校外学習」気分で、現地講座
を楽しみました。

現地で説明を聞くと、戦国時代
に生きているような気分にな
り、とても楽しいです。

専門家のくわしい解説を聞きな
がら遺跡を見学でき、理解が深
まりました。

今回得た知識を参考にして、
県外客の案内をしたいと思い
ます。
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平成26年度受講生募集

平成26年度 ゆー・あい カレッジのご案内
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

男女共同参画推進講座

女性活躍支援講座

女性リーダー育成メンター研修

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、さまざま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。

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。

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。

参画応援コース

女性のチャレンジ
支援コース

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。

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。

地域連携講座

ハッピーキャリアセミナー

キャリア・アカデミー ビジネスセミナー

働く女性の能力アップ応援講座

教育連携講座

企業連携講座

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー

キャリアアップ応援講座

女子高生のための「科学・技術者への招待」セミナー

県民活動支援講座

●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

●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

●開催時期：８月～12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

●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

●開催時期：１～２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

●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・高等学校の生徒や教諭等を対

象としたセクハラやデートDV防止などの研修

●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

●開催時期：６月～９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

●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

●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

味や適性によって選択し、さまざまな分野に挑戦
できるよう、ロールモデルから体験談を聴く講座

●対象期間：４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

講座のお問い合わせ：0776－41－4254
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女性総合相談 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)

無料

◆一般相談 　　
◆ＤＶ被害者相談
◆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）

開館日の9：00～16：45 •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）

【専用電話】0776－41－7111･7112

再就職、子育て、育休復帰を応援します。 専門のスタッフがお待ちしています。
•働き方に応じた仕事探しを応援します。
•保育所探しや、子育てと仕事の両立、職場復帰時
の子育ての悩みをお聴きします。

•仕事に関する不安や悩みをお聴きします。
•女性の就業に関係の深い機関が出張相談会を開きます。

•就職支援指導員
•求人開拓支援員（マッチングアドバイザー）
•保育士の資格をもつ保育コンシェルジュ
•女性キャリア相談員
　※ご利用・相談は、無料です。

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
☎ 0776－41－4244
e-mail:lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
※相談、セミナー受講、就職活動のときに、小学校就学前の
お子様をチャイルドルームでお預かりします。
　（有料・要予約☎0776－41－4254）

ふくい女性活躍支援センターがリニューアル！ふくい女性活躍支援センターがリニューアル！

カウンセリング
コーナー 就職相談コーナー

キッズ
コーナー

情報コーナー

交流コーナー

入　口

図書コーナー

受　付
悩みに応じた相談員
が、あなたのお話をじ
っくりお聴きします。

事務スペース

幼稚園・保育園情報コーナー

●利用時間※秘密は厳守します。※予約がおすすめです。
再 就 職 相 談 火～日曜日／ 9：00～16：45
仕事と子育ての悩み相談 火・木・金曜日／ 9：00～16：45

女性キャリア相談 火～木・土曜日／10：00～16：45
金曜日／13：00～20：00

出張 ハローワーク 第 4木曜日／10：00～16：00（予約制）
就職 ひとり親相談 第2・4木曜日／10：00～16：00相談会 福祉人材バンク
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　企業や団体等が主催する、従業員または職員を対象に
した男女共同参画に関する研修に講師を派遣しました。
 １月９日（木）　　　　　　
派遣先  明治安田生命保険相互会社福井支社
講　師  ㈱ブリッジ 代表取締役　橋脇　典子 氏
内　容  人を動かす話し方

・女性らしい感情表現
・伝えたいことを論理的に話す
・人の心をつかむ表現方法

印象美人のつくり方講座
～お仕事もプライベートもハッピーに！～

12月８日（日）13：30～15：30
講　師  印象戦略家・SHINBI主宰　ちとせ 氏
　自分を好印象に見せるコツや表現力を高めるための
最適なスマイルづくりと発声の基本等を楽しく学びま
した。

ハッピーキャリアセミナー企業連携講座

自分を変えるきっ
かけになった。

すぐに活かせる！

男女共同参画推進講座 女性活躍支援講座男女共同参画推進講座
ゆー・あい カレッジ

福井ライフ・アカデミー主催講座
ふるさとの文化  １～２月開講
「ふるさと福井の文学入門」
（受講者の声）今まで福井の文学や作家を知ることがなかったので、
大変よくわかる講座だった。

「リーダーバンク登録者等研修」
（受講者の声）一言一言がとてもためになる内容で参考になりました。
もう少し長い時間をかけてお話を聞きたかったです。

地域活動講座  １月開講

「今、子どもの未来のために」
（受講者の声）自分の子育てに自信をもってがんばりたいと思いまし
た。さっそく教わったことを実践して子どもの未来のために応援やサ
ポートができる親になりたいです。

親学講座  １～３月開講

「－ワード編・エクセル編・パワーポイント編－」
（受講者の声）初めて教室に参加しました。あっという間の時間で、
楽しく勉強させていただきありがとうございます。次回も参加したい
です。

パソコン入門講座  ４月～１月開講

平成25年度講座報告

時間を忘れる
くらい楽しか
った♪
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お申込みは、若狭図書学習センター会場（0770－52－2705）、ユー・アイふくい会場（0776－41－4206）まで。

着付けと帯結び

着くずれしにくく、着心地
の良い着付け方を覚え、自
分流の着こなしを楽しみま
しょう。

園　　芸

“植物を育ててみよう！”
楽しみながら育てると、生
活が心豊かになります。

フォトアルバム

デジカメ写真を利用した簡
単なムービー作り。たまっ
た写真で素敵な記録映像を
作りましょう。

ベビーマッサージ

お家でも気軽にできるふれ
あい、遊びに加え、お子さ
まと一緒に大人も楽しめる
マッサージです。

解消！肩こり・腰痛！

痛みのメカニズムと予防方
法を楽しく学びます。寝な
がら「ゆがみ」直し体操で
スッキリできます。

声楽とアンサンブル

正しい呼吸や姿勢、発声な
ど、歌の基本を知って、好
きな歌を楽しく歌いましょ
う。

古 文 書

江戸時代の古文書を読み、
古の文字の使い方や読み方
の多様性、時代背景をさぐ
ります。

絵本の読み聞かせ

絵本選びや読み聞かせのコ
ツを学びます。赤ちゃんと
一緒に参加できる回もあり
ますよ！

《25年度友愛塾講座の様子》平成25年度、ユー・アイふくい会場では43講座、若狭図書学習センターでは 6
講座、延べ1,600名以上の方が参加されました。その中から、今年度も行われる講座について、いくつか紹
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。）

　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、
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26年度は、ユー・アイふくいと若狭図書学習センターで合わせて27講座が開講されます。

友愛塾の紹介

広域学習グループの紹介
自主的に学習活動を展開している登録グループを紹介します。

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

一人ひとり花の会 陶　　遊
2002年に、周りの人とのより良い交流を育てる
方法－セルフ・カウンセリングを学ぶ仲間で発足
しました。月１回集まり、相手の素敵な処を言い
あい、また、同じテーマに取り組み、自分と相手
の思いの違いを受け止めコミュニケーション力を
つけています。

代表者：海道すみ子さん
会員数：13名
活動日：毎月第３水曜日

ユー・アイふくいを会場として、陶芸クラブの活
動を始めてから、約19年が経過しました。現在は、
３つの陶芸クラブが活動しています。その中の一
つ私たち陶遊は、生涯学習にふさわしい健全で楽
しい環境と自由な発想でのもの作りが会員の皆さ
んに喜ばれています。

代表者：髙岡　準市さん
会員数：20名
活動日：毎週水曜日

活動紹介
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Ｈ26  福井ライフ・アカデミー主催講座案内（６月～９月）

テーマ・内容 日　　時 場　　所 講　　師

漢字文化講座

６月20日（金）14：00～15：30

７月29日（火）13：30～15：00
11月12日（水）13：30～15：00

映像ホール

・立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所　職員
　　　　　　　　　　　　　　　久保　裕之
・東京大学大学院　教授　　　　大西　克也
・早稲田大学　教授　　　　　　今野　真二

現代的課題講座
「人間力発見」 ８月～10月　13：30～15：00 映像ホール （未　定）

地域元気講座「学びチャレンジ」

８月７日（木）13：30～15：00
８月29日（金）13：30～15：00
８月31日（日）13：30～15：00
９月19日（金）13：30～15：00
他　１講座　開講予定　　　

学習室101

・福井大学　教授　　　　　　　寺尾　健夫
・福井県立大学　教授　　　　　村井　耕二
・福井大学　准教授　　　　　　松本智恵子
・仁愛大学　講師　　　　マシュー・ハウカ

ふるさと学習講座「ふるさとの戦略」

７月24日（木）13：30～15：00
８月９日（土）13：30～15：00
８月28日（木）13：30～15：00
他　１講座　９月開講予定　

多目的ホール
映像ホール
映像ホール

・アプリ開発会社　jig.jp　社長　福野　泰介
・福井新聞社経済部　記者　　　土生　仁巳
・ふくい南青山291　館長　　　井上　義信

ふるさと学習講座「ふるさとの環境」 ９月～10月　13：30～15：00 映像ホール （未　定）

第１期パソコン入門講座
「エクセル編」

６月27日（金）13：30～15：30

パソコン実習室
・県生涯学習センター職員
　※往復はがき・電子申請で申込必要

７月４日（金）13：30～15：30

第２期パソコン入門講座
「ワード基礎編」

７月30日（水）13：30～15：30
８月６日（水）13：30～15：30

第２期パソコン入門講座
「エクセル編」

８月20日（水）13：30～15：30
８月27日（水）13：30～15：30

会場：福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）

会場：若狭図書学習センター

0776－41－4206問合せ先

0770－52－2705問合せ先

（敬称略）

（敬称略）

テーマ・内容 日　　時 場　　所 講　　師
ふるさと学習講座「ふるさとの環境」 ６月28日（土）13：30～15：00 講　堂 ・福井県里山里海湖研究所　研究員　石井　　潤

漢字文化講座 ７月２日（水）13：30～15：00
10月19日（日）未定

講　堂
多目的ホール

・画工　　　　　　　　　　　　金子都美絵
・早稲田大学　教授　　　　　　笹原　宏之

ふるさと学習講座「ふるさとの文化」

７月６日（日）13：30～15：00

７月13日（日）13：30～15：00
７月20日（日）13：30～15：00
７月27日（日）13：30～15：00
８月３日（日）13：30～15：00

講　堂

・おばま児童文学会　風夢　代表　津田さとみ
・福井県生涯学習文化財課　主査　岩田　陽子
・詩人　　　　　　　　　　　　川口　晴美
・仁愛大学　教授　　　　　　　谷出千代子
・りとむ短歌会　歌人　　　　　今野　寿美
・写真家　　　　　　　　　　　水谷内健次

ふるさと学習講座「ふるさとの戦略」 ７月12日（土）13：30～15：00 講　堂 ・福井県観光連盟　誘客アドバイザー　平戸　実生

作者：新日本美術院評議員　北荘かおる(鯖江市在住）
題名：「花乙女」（10号油彩）
　　　ジャパン・アーティスト協会　新日本美術院主催
　　　第20回記念　マスターズ大東京展（会場　東京交通会館）
　　　準グランプリ　受賞作品

表紙の絵について
「見てくださった方の心が少しで
もなごんでいただけますように、
美しい花や自然がずっと清らかで
あればいいな、という気持ちを込
めて描きました。」

■お問合せ
福井県生活学習館
福井県生涯学習センター

［施設利用申込専用］

TEL.0776－41－4203　FAX.0776－41－4210

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

〒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-archives.pref.fukui.jp/

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

福井県立若狭図書学習センター

ユー・アイ ふくい


