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巻 頭 言 老人になってこそ学ぶ
福井県立若狭歴史博物館友の会

理 事　中　島　辰　男

　日本の男性の平均寿命が遂に80歳を初めて超え、これで世

界 4位。女性は86歳で 1位である。戦後69年、人生50年が

大きく伸びた。今や少子高齢化が国民の最大の課題になって

いる。

　生涯学習が大きく叫ばれ、人生での最終学習を担う我々老

人は何を学ぶべきであろうか？

　時あたかも福井において去る 4月29日、関係者の努力によ

り「新老人の会」が設立され、全国で45番目とか。この会での「新老人」とは75歳以

上の人である。すでに百数十人の方が入会されたという。私も勧められて入会させて

頂いた。

　この会の主唱者は百三歳で矍
かく

鑠
しゃく

と活躍されている聖路加国際病院名誉院長の日野原

重明氏であり、当日も福井にこられてアオッサで 1時間講演され、私は先生が75歳以

上を「新老人」と言われることに惹かれた。何が「新」か、と注目した。この会は75

歳以上が男女を問わず正会員である。もちろん74歳以下の方にも門戸は開かれている。

　さて、先生は「命」は自分が持っている「時間」のことだと言われる。75歳も過ぎ

れば誰でも「時間」はたっぷり持っているはずだ。この自由な「命」を如何に使うか

に新老人の新しい生活はかかっていると言われる。命に「新しい生き方」が求められる。

　人生80年、定年からは20年もある。中でも75歳からの第三の人生を自分の時間とし

て、いかに他人様のために捧げるかが健康長寿のポイントと強調される。先生は、か

つて言われた「成人病」を「生活習慣病」と主唱され、厚労省に働きかけて実現され

ている。成人病は自らの悪い生活習慣によってもたらされると。生活習慣を勇気を持

って変えていくことこそが健康に通じる。朝早く起きて一日一万歩は必ず歩けと提唱

され「耐える」事を求められる。

　先生はお笑いの会を作って皆で笑うと免疫がつくとも言われる。「老いと笑い」老

いが自然と和んで周囲が明るくなる。老いを歌う川柳にユーモアがついてくる。

　川柳誌に、「『アーンして』 むかしラブラブ いま介護」　愛知県　山口 松雄。「お辞
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儀して 共によろける クラス会」　東京都　石岡 和子。「たちあがれ 日本じゃなくて 

足と腰」 東京都　上条 直子。（社団法人全国有料老人ホーム協会・ポプラ社編集部『シ

ルバー川柳 2』より） 誰でも思わず快い笑いを覚える。

　高齢化が進んでいるが必ずしも健康寿命は長くなっていないという。老後を如何に

他人様のお世話にならずに自分の時間（自分の命）を生きるか。高齢者の責務になっ

ている。

　終戦直後、社会教育の一つとしてフォークダンスが入ってきた。「男女七歳にして

席を同じくせず」と教えられていた生活に、女性と向き合って輪を作り、前の女性と

手を取りあって軽快な音楽のリズムに合わせて踊る。加えて一曲ごとに相手の女性は

交代していく。自分を含め、考えられない若い男女の姿に感歎した。これが新しい生

き方と実感し新時代を意識する。

　新老人こそは、再び新たな生き方を求めていかなければならないのではないか。社

会保障費が国の会計の大きな負担になっている今日、高齢者こそ生涯学習の最終学習

者として、自分のためにも社会のためにも学ばなければならない。

　何を目的に学ぶ、自分の命を大切にするためにこそ、学ぶ。

挿絵　「描く喜び」北荘かおる氏



学びの道しるべ3

平成 26 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実施している
講座です。

行政関係者講座

　日経WOMAN「女性が活躍する会
社Best100」ランキング上位企業の事
例や、女性社員に対して人事担当から
よく聞かれるつぶやき事例を通して、
女性が組織で活躍するためのポイント
を学びました。

市町職員、男女共同参画センター職員や公民館職員を対象に、男女共同参画に
関する基礎的な知識や技術の習得を図る講座です。公開講座

ズバリ直言！女性の活躍、成功のカギは？～女性活躍推進のための新常識～
●日　時／８月19日（火）　●講　師／日経BPヒット総合研究所長・執行役員　麓　幸子 氏

女性活躍のための
解決策が見えた。

話が具体的で
分かりやすかった。

働く女性の能力アップ応援講座

ビジネスに必要な基
本のマナーや正しい
敬語の使い方につい
て、ワークを通して
学びました。

仕事に必要なスキル
として名刺交換等を
実践。ワークを通し
て、コミュニケーシ
ョンを円滑にするコ
ツを体感しました。

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するための講座です。

「一目おかれる」ビジネスマナー～ワンランク上の仕事女子になる！～
●講　師／㈱ビジネスプラスサポート  人財育成プロデューサー  平山　陽子 氏

コース１  ５月28日（水）、６月４日（水）
　　　　　19：00～20：30
上質のビジネスマナーで社会人の基礎力アップ

コース２  ６月７日（土）10：00～16：00
きらり輝くコミュニケーションで好感度アップ

普段の自分を振り返ることができた。
仕事に活かしたい。

他の参加者の方とも
交流ができて楽しかった。

女子高生のための
「科学・技術者への招待」セミナー

女子高校生と科学・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。

藤島高校  ７月８日（火）
●講演会：「物理を愛でる日々」
●講　師：お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学

研究科教授 古川はづき 氏
●交流会：「理系選択後の将来って？」
●講　師：お茶の水女子大学大学院 教授 古川はづき 氏

小野薬品工業㈱福井研究所 荻野智恵子 氏
福井県環境衛生研究センター 澤崎加奈恵 氏
福井大学工学部学生 ３名

丹生高校  ７月15日（火）
●講演会：「南極で働く人々」
●講　師：関西学院大学理工学部化学科　契約助手
　　　　　第54次日本南極地域観測隊越冬隊員
  早川由紀子 氏
●交流会：「理系選択後の将来って？」 （おおい町出身）

●講　師：関西学院大学理工学部化学科契約助手
  早川由紀子 氏

㈱北陸環境科学研究所 丸井　沙織 氏
酒井化学工業㈱ 新　　朋恵 氏
福井県内水面総合センター 鉾碕　有紀 氏
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カレッジ講座レポート
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー 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です。

女性の再就職、その展望と攻略のヒント
●講　師／ハローワーク福井　統括職業指導官

聞きたい！「再就職の実話」
企業人事担当者＆再就職女性の事例発表
●講　師／福井県民生協  常勤理事 中川　敦士 氏
　　　　　再就職経験女性（県内企業就業者）

ふくい女性活躍支援センター100％活用術
～再就職への道、応援します～
●講　師／ふくい女性活躍支援センター　キャリア相談員
 松岡　幸代

職場でも面接でも差がつく！
社会人のマナー、コミュニケーション
●講　師／Office mind Rouge 藤田　由美子 氏

目標を持って取り組んで行
こうと前向きになれた。

今すぐ使えるフレーズが
たくさんあった。

男女共同参画月間記念行事

～今この瞬
と き

間をき★ら★め★い★て～

ふくいきらめきフェスティバル2014
●開催日／６月22日（日）
●会　場／鯖江市嚮陽会館

●主　催／ふくいきらめきフェスティバル実行委員会
●事務局／（公財）ふくい女性財団

《記念講演》「専業主婦から社長へ」
　　　　　　～女性として、母として、経営者として～
●講　師／ダイヤ精機㈱代表取締役社長　諏訪 貴子 氏

　女性特有のコミュニケーシ
ョンは、素敵な笑顔であり、
元気なあいさつ、少しの勇気
と行動が自分を変えるきっか
けとなるとエールを送ってく
ださいました。

【個人】
北潟　レイ 氏（鯖江市）
小林三紀子 氏（敦賀市）
齋藤　道子 氏（坂井市）
鈴木佐智江 氏（勝山市）
【団体】
若狭女性ネットワーク

福井県男女共同参画社会づくり
功労者知事表彰

《講　座》歴史に輝く女性たち 笑顔であふれる軽運動
心も体もリフレッシュ！

粘土でレッサーパンダ

 ムラタセイサク君

おいしいもの販売 

ゆるキャラ登場★
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平成 26 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。

ふるさと学習講座「ふるさとの環境」～未来へつなぐ ふくいの自然～ 《若狭図書学習センター》

漢字文化講座　漢字と日本語－おとなの漢字教養講座－ 《ユー・アイ ふくい》
 《若狭図書学習センター》

●第１回…５月24日（土）
「ふくいの水環境」
講師：福井大学教育地域科学部准教授　三浦　　麻 氏

●第２回…５月31日（土）
「里山の現状と鳥獣害対策」
講師：小浜市役所農林水産課主査　畑中　直樹 氏

●第３回…６月７日（土）
「コウノトリが舞う里づくり」
講師：越前市役所農政課  里地里山保全再生推進員　日和　佳政 氏

●第４回…６月21日（土）
「三方五湖と若狭湾にすむ生きもの」
講師：福井県海浜自然センター主任　大野　　豊 氏
講師：福井県海浜自然センター主査　仲野　大地 氏

●第５回…６月28日（土）
「若狭の里山里海湖の生物多様性」
講師：福井県里山里海湖研究所研究員　石井　　潤 氏

●第１回（若狭会場）…６月19日（木）
「若狭  漢字探検隊
　　～おいしいでぇ漢字～」 
講師：立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所  専任職員

 久保　裕之 氏

●第２回（若狭会場）…７月２日（水）
「絵で読む漢字の世界
　　～大人のための紙芝居～」
講師：絵描き　金子都美絵 氏

●第１回（福井会場）…６月20日（金）
「福井  漢字探検隊
　　～うまいんやざぁ漢字～」
講師：立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所  専任職員

久保　裕之 氏

●第２回（福井会場）…７月29日（火）
「中国古代文字の変遷
 －甲骨文字から文字統一前後まで－」
講師：東京大学大学院教授　大西　克也 氏

ふだん、水環境につ
いて詳細に聞くこと
のできない内容で非
常に参考になった。

実際に飼育されている方
のお話なので、具体的で
わかりやすかった。

子どもといっしょに楽し
んで参加できた。展示の
説明を聞きながら見たの
で理解が深まった。

獣害被害の現状など写
真や映像による具体的
な解説が豊富で、理解
しやすかった。

里山の利用と管理、生
きものの豊かさの関連
がよく分かった。図、
写真、まとめなど大変
理解しやすかった。

食べ物の漢字だけ
でなく、「即」や
「既」など、食か
ら発生した漢字も
知ることができて
楽しかった。

紙芝居という形
で、漢字の世界観
に、視覚的、感覚
的に触れることが
できた。

第１回（若狭会場） 第２回（若狭会場）
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アカデミー講座レポート

ふるさと学習講座「ふるさとの文化」～再発見 ふるさとふくいの文学～ 《若狭図書学習センター》

ふるさと学習講座「ふるさとの戦略」～ふくいの未来を考える～ 《ユー・アイ ふくい》

●第１回…７月６日（日）
「山本和夫の詩と児童文学」
講師：おばま児童文学会風夢代表　津田さとみ 氏
「福井ゆかりの文学の扉～文学館開館に向けて～」
講師：福井県生涯学習・文化財課主査　岩田　陽子 氏

●第２回…７月13日（日）
「詩を書く楽しさ、詩を読む喜び」
講師：詩人　川口　晴美 氏

●第３回…７月20日（日）
「津村節子氏、その人との出会い」
講師：仁愛大学人間生活学部教授　谷出千代子 氏

●第４回…７月27日（日）
「山川登美子  －歌と人生－」
講師：歌人　今野　寿美 氏

●第５回…８月３日（日）
「水上勉もうひとつの文学」
講師：写真家　水谷内健次 氏

●第１回…７月12日（土）
「舞若道開通をどう活かすか
～観光地域（まち）づくりで地域を元気に～」
講師：福井県観光連盟誘客アドバイザー　平戸　実生 氏

●第２回…７月24日（木）
「オープンデータで始まる
　　新しいまちづくり、
　　　データシティ鯖江の未来」
講師：株式会社jig.jp  代表取締役社長　福野　泰介 氏

●第３回…８月９日（土）
「まちづくりのはじめ方
　　～まず、仲間づくりから～」
講師：福井新聞社編集局経済部記者　土生　仁巳 氏

●第４回…８月28日（木）
「東京から見た福井の戦略
　　～アンテナショップから見た福井～」
講師：ふくい南青山291  館長　井上　義信 氏

心地よい詩の語り
で、気持ちよく風
景を思い浮かべな
がら聞けた。

一般的な出版社の視点と違う目の向け方で
登美子を語り、作品と人の関係、歌はどこ
から生まれるのか等を聞くことができた。

多角的な視点から津村節子の文学、
人となりを知ることができた。

まちづくりの基本は人。意欲と情熱で前向き
に取り組むことが大事だと改めて感じた。

詩を書くことが
さらに楽しみに
なった。

水上先生のそばに
常時いた人ならで
はのこぼれ話もあ
り、貴重な時間だ
った。

※第１回は若狭図書学習センター

地域住民がおもてなしの心
を持つことが大事だという
ことがよく分かった。

オープンデータの詳
細について具体的に
学ぶことができた。

東京で福井を情報
発信する上で大事
な心がけを学ぶこ
とができた。
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地域元気講座「学びチャレンジ」～楽しく学ぶ おとなの学校～ 《ユー・アイ ふくい》

現代的課題講座「人間力発見」～前を向いて 生きる～ 《ユー・アイ ふくい》

●第１回…８月７日（木）
「えっ歴史は変わるの？
－あなたの知っている常識、今は間違いです！－」
講師：福井大学教育地域科学部教授　寺尾　健夫 氏

●第２回…８月29日（金）
「生命は続く
　　－遺伝子で全てが決まる？－」
講師：福井県立大学生物資源学部教授　村井　耕二 氏

●第３回…８月31日（日）
「確率・統計っておもしろい
　　－生活に役立つ統計学－」
講師：福井大学教育地域科学部准教授　松本智恵子 氏

●第１回…８月23日（土）
「塩から生まれる魔法」
講師：現代美術作家　山本　　基 氏

●第２回…９月６日（土）
ディズニー博士が語る
「働くことの喜びは
　　ディズニーランドで教わった」
講師：加賀屋感動ストアーマネージメント代表取締役

加賀屋克美 氏

●第３回…９月19日（金）
「一途　トーク＆ライブ」
講師：３兄弟ソーシャルバンド　一途（いちず）

鎌倉幕府の成立した年や、江
戸時代の鎖国の状況など、こ
れまでの定説をくつがえす新
しい史実がたくさん出てき
て、おもしろかった。

遺伝子の分野はかな
り進化していること
がわかった。遺伝子
検査が、予想を超え
る影響を社会に与え
ることを知り、興味
深かった。

実際に紙飛行機を作り、飛距離を測って
数値を出すのは、とてもよかった。統計
の初歩的な考え方が、わかりやすく、た
めになった。

家族のきずなを大切
にして作品を作られ
ている姿、とても素
晴らしいと思う。

人と人とをつな
ぐほほえみで、
温かい気持ちが
伝わる事を学ん
だ。

歌もトークも最高、笑
って涙ぐんで踊って、
楽しい学びだった。
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大学開放講座・共催講座
　大学開放講座は、県内高等教育機関の先生を講師としてお迎えし、各市町独自の企画で開講している
ものです。５月～９月末で、15市町・16講座が開かれました。
　また、共催講座については、福井市をはじめ６市町の講座に対して支援を行っています。

●５月11日（日）鯖江市
「姿勢の話」
講師：福井医療短期大学  助教

田中奈津子 氏

●６月28日（土）あわら市
「日本の食文化～和食の大切さ～」
講師：仁愛大学名誉教授

谷　　洋子 氏

●７月19日（土）大野市
「昭和の忘れ物」
講師：仁愛大学非常勤講師

小林　逸男 氏

●８月20日（水）美浜町
「絵本の力」
講師：仁愛大学  教授　谷出千代子 氏

●９月10日（水）永平寺町
「日常生活をより安全に送る工夫」
講師：福井医療短期大学  准教授　箕輪　千帆 氏

カウンセリング
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

就職相談コーナー

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
■火曜日～日曜日／9：00～20：00
■月曜日・第３日曜日／定休
※国民の祝日の翌日（土日の場
合は開所）、年末年始はお休
みです。

ご利用、相談料は無料です
☎ 0776－41－4244
e-mail:lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp

再就職、子育て、育休復再就職、子育て、育休復
帰、キャリアアップを帰、キャリアアップを
応援します！応援します！

専門のスタッフが専門のスタッフが
お待ちしています。お待ちしています。

ふくい女性活躍支援センターがパワーアップ！ふくい女性活躍支援センターがパワーアップ！
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2014  生涯学習の祭典

マナビ・フェスティバル
９月６日（土）・７日（日）の２日間にわたって、「2014 マナビ・フェスティバル」を開催しました。今年は警察音楽
隊の演奏で幕を開け、ステージ発表やライフ・アカデミー講座、体験コーナーや活動展など、大人も子どもも楽しめ
る「生涯学習の祭典」となりました。

警察音楽隊 福井市少年少女合唱団 With 宙 ふくぴよ隊

オープニングステージ

ライフ・アカデミー講座

【人間力発見講座】
ディズニー博士が語る
「働くことの喜びはディズニーランドで教わった」

加賀屋克美 氏

【家庭・地域講座】
「楽しい家庭のらくらく勉強法で学力アップ

～叱らなくても子どもは伸びる～」
親野智可等 氏

＜音楽＞
上庄小学校　河村　繭妙 先生

＜国語＞
円山小学校　小島　優子 先生

＜算数＞
春江西小学校　中村　聡子 先生

今、話題の授業名人公開教室

授業名人…福井県教育委員会から任命された現役の先生
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陶芸作品展
福井農林高校郷土芸能部

オリジナルの匂袋づくり

アンサンブルG・G よさこいイッチョライ

活 動 展多目的ステージ発表

子どもも大人も楽しめる、
ミニカード・ミニ名刺つくり

ネイチャークラフト教室

こどもプログラミング教室

恐竜ものづくり教室

デッサンコーナー

バルーン・アート教室

親子でおかしの家を作ろう

読み聞かせ教室

古代文字でしおりづくり

大人も子どももいっしょに楽しめるコーナー

やさしい民踊・民舞
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Ｈ27  福井ライフ・アカデミー主催講座案内（H26.10月～ H27.1月）

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）

■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

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」

10月22日（水）13：30～15：00

10月30日（木）13：30～15：00
映像ホール

・越前市産業環境部農政課　コウノトリ共生推進室
　　　　　　　　　　　　　　　日和　佳政
・福井県里山里海湖研究所　研究員　福島　　空

現代的課題講座「人間力発見」 10月26日（日）13：30～15：00 映像ホール ・書動家　　　　　　　　　　　俵　　越山

地域元気講座
「家庭・地域講座」

10月18日（土）13：30～15：00
11月９日（日）13：30～15：00
11月23日（日）13：30～15：00

映像ホール
・放送大学　教授　　　　　　　住田　正樹
・仁愛女子短期大学　教授　　　牧野みゆき
・放送大学　准教授　　　　　　岡崎　友典

漢字文化講座 11月12日（水）13：30～15：00 映像ホール ・早稲田大学　教授　　　　　　今野　真二

現代的課題講座「現代社会」

11月11日（火）13：30～15：00
11月21日（金）13：30～15：00
12月４日（木）10：30～12：00

12月７日（日）10：30～12：00
12月11日（木）13：30～15：00

映像ホール
映像ホール
和　室

映像ホール
映像ホール

・花園大学　教授　　　　　　　橋本　行洋
・福井県立大学　准教授　　　　有田　広美
・鯖江市健康福祉部健康課　課長補佐

山本　　進
・月刊ウララ　副編集長　　　　堀　　一心
・神戸大学大学院　准教授　　　片桐　恵子

現代的課題講座「国際社会」 12月、１月（予定） 映像ホール （未定）

第３期パソコン入門講座
「ワード応用編」

11月６日（木）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

11月13日（木）13：30～15：30

第３期パソコン入門講座
「パワーポイント編」

12月４日（木）13：30～15：30
12月11日（木）13：30～15：30

テーマ・内容 日　　時 場　　所 講　　師

現代的課題講座「人間力発見」

10月19日（日）10：30～12：00

10月25日（土）13：30～15：00
11月１日（土）13：30～15：00
11月23日（日）13：30～15：00

多目的ホール

講　堂
講　堂
講　堂

・関西学院大学理工学部化学科　契約助手
　第54次日本南極地域観測隊　越冬隊員　早川由紀子
・福井キャラバンメイト　代表　里　　裕一
・㈲箸匠せいわ　会長　　　　   木越　和夫
・Ｋ.Ｉ.Ｔ（金沢工業大学）虎ノ門大学院　教授

三谷　宏治
漢字文化講座 10月19日（日）13：30～15：00 多目的ホール ・早稲田大学　教授　　　　　　笹原　宏之
ふるさと学習講座「ふるさとの歴史」 １月～３月（予定） 講　堂 （未定）
地域元気講座「家庭・地域講座」 １月～３月（予定） 講　堂 （未定）

2014  マナビ・フェスティバルin若狭《開催紹介》
●と　き／10月18日（土）　9：00～18：00、10月19日（日）9：00～17：00
●ところ／福井県立若狭図書学習センター
●内　容／・ライフ・アカデミー講座
　　　　　　　人間力発見講座「南極へようこそ」
　　　　　　　　第54次日本南極地域観測隊・越冬隊員　早川由紀子 氏
　　　　　　　漢字文化講座「漢字と日本語」　早稲田大学 教授　笹原宏之氏
　　　　　・ステージ発表・展示・体験コーナー・ファミリーコーナー・おはなし会・こども映画会・若狭おいしいもの市 ほか
　　　　　　☆大人も子どももみんなで楽しめる「マナビ」がいっぱいの二日間です。みなさんでぜひお越しください！


