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　すっかり文明化された現代に生きるわれわれも、先人のごとく教養人となり洗練された心の持

ち主になりたいものである。ではどうすればいいか。

　答えは「学び」の中にある。

　漢字の「学」は旧字で「學」と書く。年配者には「ヨヨメメかんむり子」の語呂合わせでおな

じみだろう。その上部は２本の手が交差して身ぶり手ぶりで「礼儀作法を習う」様子を表し、下

部は屋根の下に生徒がいる学校の建物を意味するという。

　正しい日本語研究会の著作「語源を知って読みたい漢字」（ＰＨＰ研究所）からの引用である。

つまり古くから礼儀作法の基本動作こそ、人がまず一番に身に付けるべき教養だと考えられてい

た。きちんとした振る舞いができなければ、社会で生きていく基礎的能力に欠けると見なされた

わけだ。

　さらにスポーツを例に挙げ、礼儀作法とは「フォーム」に似たものであり、どんな競技も基本

的なフォームができていなければ上達はおぼつか

ず、大けがをする危険性さえあると指摘する。

　だからこそ人間には「教養」が大事といわれる。

そして「学び」の中で新しい知恵や見識を身に付け

自己研鑽することによって、より豊かで充実した生

き方が可能になる。その生き生きとして輝いた姿は、

はた目から見てもさぞかし颯爽と見えるに違いない。

　文明・文化的で、そして精神的に充実した満足ラ

イフをお望みなら、一度「学び」の扉をたたいてく

ださい。幸いにも県内に学習の機会はたくさんある。

県のライフ・アカデミー、地元の公民館講座、大学

の開放講座など何から始めても結構。より取り見取

りのメニューが用意されている。

「満足ライフは「学び」から」
　　　　　　　   福井新聞社　参与・特別論説委員

　　　　　　　　　　山　下　裕　己
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　歴史作家、司馬遼太郎さんの対話選集４（文春文庫）に「日本人よ

侍に還れ」という一文がある。歴史家、萩原延壽さんとの対談を収め

たものだが、同じく作家の石川淳さんの言葉「教養とは躾だ」を引き

合いにこんな話をしている。

　「小さな躾でいえば、侍は雨が降っても走らない。そして道の真ん中

を歩く。雨に濡れないように軒先を歩くのは、見ていて浅ましいものでしょう。曲がり角など、

直角に曲がるそうですな。直角に曲がるのが侍というものなんです」

　「僕らはちょっとでも早道をしようと、角の方をさっと曲がりますけれど、侍はそれをしない。

つまり侍には、どうやればシビライズド（文明化）された人間ができるか、つまらないことまで

きちんとした取り決めがあったわけですね。それらが集積して、普遍化していくと、文明の姿と

なる」

　道を歩く武士の作法から文明の進歩を論じるとは、あまりに荒唐無稽で、いささか飛躍が過ぎ

る気配もある。でも何だか面白い話である。

　現代では「文明」と聞いても茫洋としてつかみ所がない。しかし「エジプト文明」や明治の「文

明開化」をリアルに体験した往時の人にすれば、人間の英知のおかげで生活がより豊かに、精神

面も穏やかになっただろうと想像する。

　とりわけ文明の発達と学問や芸術、道徳、宗教など文化的な隆盛は相関関係が強く互いに影響

し合いながら進化した。その意味では細かい動作を取り決めることも文明化の証左といえる。野

蛮な社会では道の曲がり方などとやかく言わないから…。

　司馬さんは歴史作家として、自己を律し他人のために行動してきた先人たちを数多く取り上げ

てきた。そこに教養を身に付けることに熱心で、行儀作法や立ち居振る舞いを重んじる精神性の

存在を見たようだ。翻って昨今の日本人はどうかと、暗に苦言を呈しているようにも思える。
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挿絵　北荘かおる氏「水の音」
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平成27年度  福井ライフ・アカデミーのご案内
「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」を開講しています

中学高校時代に学習した内容を最近の学習内容と比べながら、別の視点・角度か
ら新しい知識を学習する講座を開催します。学ぶことの楽しさや知識を習得する
喜びを再発見してみませんか。

平成27年度
入学生・受講生募集

◎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。

学びの楽しさ
再発見！

もっとふくい愛が
強くなる！

学びチャレンジ講座

27年度講座レポート27年度講座レポート

現代的・社会的課題をふまえ、ふるさと福井の魅力
と未来を様々な視点から考えていきましょう。

様々な分野について、体験を通して学び、ふるさと
福井の魅力を発見しましょう。

ふるさと学習講座
みんなでふくいを
体感しよう！

ふるさと体験
ファミリー講座

●こども体験コース
●ふるさと体験コース
●親子体験コース
　　①「身近なもので科学実験
　　　　　̶浮沈子を作ってみよう！巨大な浮沈子はどうなるだろうか？̶」　

　　 講師：福井工業大学　工学部基盤教育機構　
　　　　　　　　　　　　　　 教授　赤澤孝氏

●希望学コース ●戦略コース

●漢字文化コース

●男女共同参画コース

○博物館等見学も認定対象に！
　連携する県内の博物館、美術館等での連携企画展を見学して単位が取得できます。
　
○子ども単位認定コースをはじめます。
　高校生以下の子どもを対象に、「子ども受講カード」を発行します。
　ライフ・アカデミーや各県立機関等で開講される子ども向け講座を
　受講して単位を取得できます。

4/23（木）
学びチャレンジ講座「公民」

「初歩からの
　　『暮らしとお金』講座」
講師／野村證券株式会社　
投資情報部　証券学習開発課　

課長　田中　政広　氏　他

5/21（木）
学びチャレンジ講座「理科」

「ホタルから見た
　　環境保全と町おこし」
講師／福井工業大学　環境生命化学科

　教授　草桶　秀夫　氏

5/27（水）
ふるさと学習講座　
希望学コース「社会」

「自転車世界一周＆ありがと
うの井戸掘りプロジェクト
～夢を叶えるために自分の可能性
を信じて～」
講師／株式会社ミキハウス社長室　
自転車で世界を駆け巡る会社員　

坂本　達　氏

　講義とワークショップをとおし
て、暮らしに関わる身近な経済に
ついて、楽しんで学べる講座とな
りました。

講師コメント
　みなさん、熱心に聞いていただい
て大変ありがたかったです。ワーク
ショップでも意見交換を活発になさ
れていて、経済について関心を持っ
ていただけたように思います。

受講者コメント
　考え方一つで、お金の価値が変
わることが分かりました。

　ホタルの生態について知り、ホタ
ルを通して生物多様性・環境を守っ
ていくことの大切さを学ぶ講座とな
りました。

講師コメント
　みなさん、うな
ずきながら考えて
聞いていただいて
いる様子でした。
遺伝子など、専門
的な研究の話は難しかったと思いま
すが、具体的な話をすることで本質
を理解していただき、掘り下げるこ
とでそこに深い真理があることを感
じていただけたらと思います。

受講者コメント
　最近、ホタルを見る機会はありま
せんでしたが、今年こそホタルの乱
舞する姿を見たいと思います。

　世界一周体験のお話を通して、夢
に向かって一歩を踏み出すこと、感
謝の気持ちを持って行動することの
大切さを学ぶ講座となりました。
講師コメント
　温かい雰囲気の
中、たくさんの方々
にお話を聞いてい
ただきました。ご
年配の方もいらっ
しゃいましたが、
中高生以上に元気なご様子で、私も
元気をいただきました。夢に年齢は
関係ないのだなと感じました。

受講者コメント
　坂本さんから力をいただきまし
た。私も新しい夢に向かって努力し
続けたいと思いました。まだまだ時
間が足りない。今すぐ何か始めます。

講座体系が新しくなりました！講座体系が新しくなりました！ 単位認定範囲を拡大しました。単位認定範囲を拡大しました。

早速始まっています国語 ①「杉みき子『わらぐつの中の神様』を読む　～女三代が語り継ぐ物語～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   講師：福井大学教授　三好修一郎氏

地理歴史 ①「福井県の地名について」（仮）　　　　          講師：北陸高等学校講師　海道静香氏
②「日本史人物のウソ？ホント？」（仮）          講師：文教大学附属高等学校講師　河合敦氏

公民 ②「実例で学ぶおもしろ法律講座　～これだけは知っておこうトラブル防止と対応策～」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   講師：弁護士　角田龍平氏

理科 ②9月～　開催予定

情報 「初めてのパソコン編」「ワード編」「エクセル編」（次期、１～３月開講）

算数・数学 ①「大人のための楽しい数学　～音楽と数学の不思議な関係～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       講師：武生高等学校教諭　青木慎恵氏

外国語 ①「ハワイの文化とトラベルイングリッシュ～楽しく話せる英会話～」
　　　　　　　　　　　　       講師：福井工業大学講師　ブラッドフォード・リー氏

芸術 ①「西洋音楽の流れ　～青島広志先生のゆかいな音楽教室～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       講師：東京藝術大学講師　青島広志氏

保健体育・家庭 ①「めざせ！夏のお洗濯名人　～お洗濯の基本と夏物衣料のお手入れ～」
　　　　　　　　　　講師：花王（株）生活者コミュニケーションセンター　中瀬三智子氏

◎共催講座…福井県の市・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。

＊社会
＊歴史・文化
＊環境・科学
＊産業・技術

近日開催予定　詳しくは裏表紙をご覧ください。
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再就職の相談から、求
職票の受理、紹介状の
交付、就職後のフォ
ローまで丁寧にサポー
トします。

働き方に関する不安や
悩みをお聴きします。

保育所探しのお手伝い
や、育児休業から職場
復帰する際の悩みをお
聴きします。 

生活学習館（ユー・アイふくい）2階
(e-mail:lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp)
※創業相談の事前予約は、
（公財）ふくい産業支援センター（☎0776-67-7416）へご連絡ください。

○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）

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。(面談・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
◎法 律 相 談 ( 弁護士 )    　毎月第4土曜日
 
◎こころの相談 (臨床心理士 )　毎月第1木曜日

＊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）

職業相談・紹介 キャリア相談 保育所・子育て相談

専用電話：0776-41-7111･7112
13：00～16：00（一人 30分、事前予約制）

13：00～16：00（一人 30分、事前予約制）

開館日の 9：00～16：45

女性総合相談
無料

}

専門の相談員が丁寧にお聞きします。

ふくい女性活躍支援センター ☎0776－41－4244お問い合わせ・お申し込み先

平成27年度ゆー・あいカレッジのご案内 ようこそ！ふくい女性活躍支援センターへ！ようこそ！ふくい女性活躍支援センターへ！
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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　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

キャリア・アカデミー　ビジネスセミナー
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

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～7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

高校生のための
　 「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　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　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

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　8月～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の方等
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

全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。 講座のお問い合わせ：☎0776-41-4254
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相談内容 利用時間 月 火 水 木 金 土 日
職業相談 9：00 〜 16：45

休
　
館
　
日

○ ○ ○ ○ ○ ○

キャリア相談
10：00 〜 16：45 ○ ○ ○ — ○ ○
13：00 〜 20：00 — — — ○ — —

保育所・子育て相談 9：00 〜 16：45 ○ — ○ ○ — —

出
張
相
談

ひとり親相談 第 2・4 木曜日
10：00 〜 16：00 — — 第 2・4

○ — — —

福祉人材センター 第 2・4 木曜日
13：00 〜 16：00 — — 第 2・4

○ — — —

創業相談※ 第 1 火曜日・第 3 土曜日
  9：00 〜 16：45

第 1
○ — — — 第 3

○ —

相談日および時間は変更する場合があります。



おかげさまで、20周年★

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）の館内施設紹介

チャイルドルーム

映像ホール

120インチの電動スクリーン完備
最大130名収容可能です。

フィットネスルーム

鏡張りで、シャワー設備完備

音楽練習室

情報ルーム

学習室101 学習室102

生涯学習や男女共同参画に関する多数の書籍や雑誌、DVDなどを揃え、
インターネットも閲覧できます。お気軽にお立ち寄りください。

各種会議や研修にいかがですか？

2つの学習室をつなげれば、最大84名まで利用可能

着付教室やお茶会にもご利用いただけます。

和室A、B 茶　室

絵画や書道などの作品を展示できるパネルを設置して
います。作品発表や陶芸、生け花の展示にもご利用いた
だけます。
２階、３階にもあります。

保育士がお子様をお預かり
します。（有料・要予約）

シンポジウムや音楽会、講演会など様々な催し物を開催するこ
とができます。最大収容人数は７００人で、目的に合わせた設営
ができます。

施設のご利用に関しては、
こちらまでお問い合わせください。

電　話／0776-41-4203　ＦＡＸ／0776-41-4210
E-mail： yu-ai@ma.interbroad.or.jp

ちょっとした打ち合わせや趣味の集まりに
いかがですか？

子どもたちを「保育・教育」するみなさんの
ための、幼児教育専門機関です。

ふくい女性活躍支援センター

相談室

パソコン実習室

パソコン24台完備

創作実習室

陶芸用電気釜、
木工・絵画用具完備

調理実習室

キッチンやガスオーブン、炊飯器
などの機器や食器を完備

ピアノやキ-ボード、アンプ完備

女性の仕事についての不安解消、再就職先の紹介、育児休業か
らの復帰時の相談など、ワンストップで支援しています。書籍
や雑誌もあります。お気軽にどうぞ。

女性が抱えるさまざまな悩みを
相談員が丁寧にお聞きします。

女性の方
必見！！

どなたでもご利用いただける無料施設です。

特に、女性・お子様向けの施設です。

有料でご利用いただける施設です。

幼児教育支援センターミーティングルーム

ギャラリーA・B・C

多目的ホール
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おかげさまで、20周年★

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）の館内施設紹介
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女性が抱えるさまざまな悩みを
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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-archives.pref.fukui.jp/

表紙の絵について表紙の絵について

作　者

題　名

新日本美術院理事 北荘かおる（鯖江市在住）

「それでも、花は咲く」（120号油彩）
第46回新院展　文部科学大臣賞 受賞作品
（会場 東京都美術館）

大震災から4年経ちましたが まだ
数万人の方が仮設住宅におられま
す。先月鯖江市まなべの館で開催し
て頂いた個展で置かせて頂いた募
金箱はそのまま、全額寄付させて頂
きました。多くの方々にご協力頂き、
皆様の温かいお心が有難く、感動し
ております。この絵はユーアイふくい
2Fに展示して頂いております。又い
つかお近くにいらしたらご覧下され
ば光栄に存じます。

日時・会場 講座名 講　師 定員 申込方法
7 月 3 日（金）　 13:30 ～ 15:00
学習室 101,102

学びチャレンジ講座
「保健体育・家庭」

花王（株）生活者コミュニケーションセンター
中瀬 三智子氏 40 名

電話0776-41-4206

FAX0776-41-4201

E メール
f-manabi@pref.fukui.lg.jp
①タイトルに「講座名」
をお書きください。 
②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

電子申請
「ユー・アイふくい」
のＨＰから→画面 右

「生涯学習のお知らせ」
から「電子申請」 を　
クリック

7 月 18 日（土）13:30 ～ 15:00
学習室 101,102

学びチャレンジ講座
「外国語」

福井工業大学
助教　ブラッドフォード・リー氏 40 名

7 月 20 日（月・祝）     13:30 ～ 15:00
多目的ホール

学びチャレンジ講座
「芸術」

東京芸術大学　都留文科大学
講師　青島 広志 氏 100 名

7 月 23 日（木）13:30 ～ 15:00
学習室 101,102

学びチャレンジ講座
「算数・数学」

武生高等学校
教諭　青木 慎恵 氏 40 名

7 月 29 日（水）14:30 ～ 16:00
敦賀市図書館

ふるさと学習講座
「漢字文化」

元京都女子大学
教授　吉永 幸司 氏 100 名

7 月 31 日（金）13:30 ～ 15:00
映像ホール

学びチャレンジ講座
「国語」

福井大学
教授　三好 修一郎 氏 60 名

8 月７日（金）    13:30 ～ 15:00
映像ホール

学びチャレンジ講座
「地理歴史」

北陸高等学校
講師　海道 静香 氏 60 名

8 月 11 日（火）14:30 ～ 16:00
多目的ホール

ふるさと学習講座
「漢字文化」

東北芸術工科大学
名誉教授　馬場 雄二 氏 100 名

8 月 18 日（火）13:30 ～ 15:00
多目的ホール

学びチャレンジ講座
「地理歴史」

文教大学附属高等学校
講師　河合 　敦 氏 100 名

8 月 20 日（木）13:30 ～ 15:00
創作実習室

ふるさと体験ファミリー講座
「親子体験」

福井工業大学
教授　赤澤　 孝 氏 10 組

8 月 26 日（水）13:30 ～ 15:00
映像ホール

学びチャレンジ講座
「公民」

角田龍平の法律事務所
弁護士　角田 龍平 氏 60 名 

日時・会場 講座名 講　師 定員 申込方法

７月 12 日（日）13:30 ～ 15:00
講堂

ふるさと学習講座
「戦略コース」

小浜市役所　企画部　人口増未来創造課
日本遺産推進グループリーダー

下仲 隆浩氏
40 名 

電話 0770-52-2705

FAX 0770-52-2715

窓口

7 月 20 日（月・祝）13:30 ～ 15:30
講堂

ふるさと体験
ファミリー講座

「親子体験コース」

地域創造研究会
古谷 義次氏 親子 20 組

7 月 25 日（土）  13:30 ～ 15:00
現地講座

ふるさと体験
ファミリー講座

「親子体験コース」

日本電産テクノモーター株式会社
福井技術開発センター　

開発部門　職員
親子 20 組

8 月 1 日（土）    13:30 ～ 15:00
講堂

ふるさと学習講座
「戦略コース」

日本の酒文化 梵 BORN 醸造元 
（資）加藤吉平商店　創業万延元年
十一代目 当主（グループ最高経
営責任者）　  代表 加藤 団秀 氏

40 名 

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）

若狭図書学習センター


