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若者たちと紡ぐ、
　　多世代共創の社会をめざして
　　　　　　　　　　～河和田アートキャンプの実践から～

応用芸術研究所 所長
河和田アートキャンプ総合ディレクター

片　木　孝　治

　今年の夏、１２年目の開催を迎えることになる「河和田アートキャ

ンプ」という取り組みをご存知でしょうか？

　福井豪雨（２００４年）の災害復興支援活動としてはじまった、河

和田アートキャンプ（２００５年夏～）は、鯖江市河和田地区を活動

の舞台に、県内外の大学生が、毎年１００名以上参加する地域活性化の取り組みです。名称に “アー

ト” と入っているので “地域型の芸術祭” 若しくは “アートの展覧会” 等々と思われる方も多いかも

知れませんが、この活動は、完成作品の鑑賞よりも、その制作のプロセスに重要なポイントがあり

ます。

　学生たちは、年間を通した活動の中で、活動の核となる夏休み（８月～９月）の約４０日間を、

河和田地区にある古民家で共同生活を営みながら、都市では得られない地域生活での学びや文化を

体得する「滞在型の創作活動」に取り組みます。活動は、過去１１年間に、全国４２大学／延べ１

５００名。また、１年間の総動員数は、毎年２８００人日となります。これは年間に、学生１００

名が、約２８日間という時間を河和田地区で滞在生活している計算となります。更に、この活動の

経験から、河和田地区に移住した卒業生も出ており、今年の春に２名が移住したことで、累積１５

名となりました。彼らは、各々に「地域に馴染めたのは、河和田アートキャンプでの参加経験のお陰」

と語ります。このように、多くの若者が長期滞在しながら地域住民と協働する活動「河和田アートキャ

ンプ」は、地方創生の先進事例として、「地域づくり総務大臣表彰受賞（平成２１年度）」「グッドデ

ザイン賞受賞（平成２６年度）」「地域再生大賞／北陸東海ブロック賞受賞（平成２７年度）」などの

他、多数の受賞へと繋がりました。

　さて、こうした様々な活動実績の背景には、活動の仕組みと、学生たちの取り組みに対する姿勢が、

大きな影響を与えています。中でも重要な仕組みとしては「大学の授業ではない取り組み」である

ことが挙げられます。私は、大学で教員を務めているため、参加する学生が大学生であることと重

なり “大学のゼミ活動” と勘違いされていることが多くありますが、彼らは「単位」と無関係な、

巻　頭　言
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自主的な活動として参加しております。そのことは、受入れ側の行政や地域担当者からすると、参

加人数が安定しない（大学やゼミでの関わりではないので）といった不安要素はあります。しかし、

有志として参加する学生たちは、活動の全ての面において積極的で自発的です。つまり、１）授業

単位を目的とした学生がいない＝やる気のある学生ばかり。 ２）学生たち一人ひとりの顔が見える。

３）自らの意欲と好奇心で地域に向き合う。など学生たちの全身全霊が注がれます。またこのことは、

受入れ側の地域にも影響を与えており、地域住民各位が、学生たちを自発的なコミュニケーション

で受入れてくださいます。また、それと連動して、地域側の体制も改良が重ねられ、活動当初は地

区内の団体長などで「実行委員会」が組まれていましたが、地域と学生との関係が深まっていく中、

８年目頃からは、「実行委員会」は活動の承認機関として機能しつつも、地域の役職で構成された方々

に加え、積極的な地域住民の方々にも地域側のコメンテーターとして参加していただける「拡大実

行委員会」へと進化しました。

　このように、河和田アートキャンプは、毎年行われる活動の目標として、定量的な評価（イベン

トの来客数等）ではなく、定性的な評価（楽しかった等）を重視してきました。しかし、中長期の

時間軸で見えてきた結果は、客体側（外部から来る人々）ではなく、主体側となる学生と地域住民

の協働における「絆の深さ」といったような、

本来は定量化が難しい関係が数値化された

と言えるのではないでしょうか。

　地域内（住民）外（学生）という立場や、

老若男女という世代と性別をも超えた関係

が互いに認め合い、各自が主体的に関われ

る共同と協働の関係が成立しなければ「河

和田アートキャンプ」という活動が、１２

年間という時間を積み重ねることはできな

かったと思います。ある意味で、この貴重

な実績は、日本社会が人口縮小化していく

時代において、明るい未来へと導く多世代

共創の手法が内包されているのではないか

と考えております。

挿絵　北荘かおる氏「シンフォニー」



平成 28 年度  福井ライフ・
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　「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。

市・町と共催して開催する共催講座や、国・市・町・NPO法人・その他の団体と連携して行う講座や講演があります。

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

学びチャレンジ講座学びチャレンジ講座
　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。

学びの楽しさ
再発見！

学びの楽しさ
再発見！

「ふるさと力」サポート講座「ふるさと力」サポート講座
　地域課題に立ち向かうために必要な知識と技術を習得し、地域のつながりを築き上
げる力－「ふるさと力」を身につけませんか。

地域づくりを
進めよう！
地域づくりを
進めよう！

大学開放講座大学開放講座
　県内高等教育機関の先生方の講座を各地域で開催
します。

国語　地理歴史　公民　算数・数学　理科　外国語　芸術　保健体育・家庭

ふるさと未来講座ふるさと未来講座
　歴史・文化や産業など幅広い分野で福井県の魅力や独自性、その活かし方を考
えていきましょう。

希望と活力あふれる
ふるさとづくり！
希望と活力あふれる
ふるさとづくり！

歴史　産業　伝統文化　戦略　希望学　ふるさと体験

平成28年度はこんな講座を開きます！平成28年度はこんな講座を開きます！

　地域を知る！学ぶ！好きになる！―地域の魅力や課題を学び、地域の活動に目を向ける一
全５回シリーズの講座がはじまります。

第１回
「地域づくりへの参加の意義と可能性」「現状の把握と分析に関する手法」

第２回
「課題解決に向けた論理的な思考法」「実践的な課題解決手法の紹介（演習）」

第３回
「ケーススタディ地域の視察―鯖江・河和田地区―」（フィールドワーク）

第４回
「ケーススタディ地域における活性化策の検討」（ワークショップ１）

第５回
「ケーススタディ地域における活性化策の検討」（ワークショップ２、発表）

ゆうあいシアターゆうあいシアター
　ＤＶＤや１６ミリフィルムなどを活用した上映会
を開催します。

『ふるさと力』UP『ふるさと力』UP

全 回５
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アカデミーのご案内
28年度主催講座28年度主催講座早速始まっています！

　福井の中小企業から、世界が注目する数々の技術が生まれ
る理由、豊かさの面でもトップレベルと言われる福井の地域
特性などを知り、ふるさと福井のすばらしさを再確認する講
座となりました。

４/29（金）学びチャレンジ講座「公民」

講師／福井県立大学　地域経済研究所
　　　　　　　　教授　南保　　勝

「福井の地域特性はどのように創られたか
　　　　　　　　　　　　　　－「福井地域学」のすすめ－」

 ・歴史から見た経
済等は、考えたこ
とがなかった。福
井のよいところを
新たに認識するこ
とができた。

受講者コメント

　地元の伝統的な食文化を中心に、官民一体となり地域振興
に取り組む過程がよくわかった講座でした。

５/25（水）ふるさと未来講座「伝統文化」

講師／「日向のかあちゃん特製へしこ」
　　　　　　女将の会　代表　加藤美樹子
　　　　美浜町商工観光課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　伊達　美鈴

「『へしこ』による町おこし
　～若狭のへしこを育てる女性たち－伝統的な食文化を活かす～」

 ・地域と行政が一体とな
り町おこしをするところ
が大変勉強になった。こ
れからの仕事に活かして
いきたい。

受講者コメント

　アメリカ大統領選候補者の人物像や中東情勢、北朝鮮の核
開発、南シナ海問題等、最新の世界情勢について、写真を提
示しながら、わかりやすくお話しいただきました。

５/29（日）学びチャレンジ講座「公民」

講師／福井県立大学　学術教養センター
　　　　　　　　教授　島田　洋一

「揺れるアメリカと日本の進路」

 ・アメリカ大統領選挙や北朝鮮の問題等について、あまりマ
スコミに出ていないホットな話題を写真とユーモアを交えて
提供してもらい、今後の
報道の読み取りの参考に
なった。
 ・国際情勢について全く
無関心だったので、まず
は興味を持つことからは
じめ、身近な人との話題
にしたい。

受講者コメント

　日本最古の歴史と他の追随を許さない高い技術力を有する
越前漆器業界の現状と将来への展望について、展示物の解説
も交えながら、詳細にわかりやすくお話しいただきました。

６/１（水）ふるさと未来講座「伝統文化」

講師／越前漆器協同組合
　　　　　　　　理事長　土田　　直

『越前漆器、その誕生と千五百年の伝統
　　　～越前漆器業界の動向と今後の方向性～』

 ・その道の第一人者の話は素敵で、展示品を手にとっての説
明は、勉強になり、興味深
いものだった。
 ・漆器では、越前のものが
日本で一番古いとわかった。
現代生活にもマッチし、食
器洗浄機や乾燥機にも対応
できることに驚いた。技術
の継承に苦労しておられる
ことにも頭が下がった。

受講者コメント

講座情報は？
・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」（毎月第４日曜発行）
・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
・福井県ホームページおでかけふくい



福井県立若狭図書学習センター
　　　　　　館内施設と生涯学習事業紹介
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　若狭図書学習センターは、図書館機能と生涯学習センター機能を備えた複合
施設として、県民のみなさんに様々な学習情報と機会を提供しています。

　展示会、講演会等に利用できます。ステー
ジや照明器具を設置しての式典も可能です。
移動式パネルで仕切ることもできます。
（最大 300名収容）

１階　多目的ホール

　講演会、映画会等に利用できます。電動ス
クリーンや音響設備が充実しています。
（最大 60名収容）

１階　講堂

　少人数の会議、研究会等に利用できます。
床置き式スクリーンが使えます。
（最大 40名収容）

１階　研修室

　図書約 28万冊、新聞、雑誌各種をゆったり
した雰囲気の中で利用できます。
　読みたい本が見つからないときは、他の図書
館から取り寄せることもできます。また、調べ
物に必要な資料や情報の紹介も行っています。
お気軽に 2階カウンターにご相談ください。

２階　図書室

若狭図書学習センターでは、この他にも、様々な生涯学習事業を行っています。
詳しくは、ホームページをご覧ください。http://www.library-archives.pref.fukui.jp/

施 設 紹 介

　平成 28年度は、福井ライフ
･アカデミー 学びチャレンジ講
座、ふるさと未来講座（歴史、
伝統文化、戦略、ふるさと体験）、
「ふるさと力」サポート講座を
開催予定です。
　ふるさと福井に関する内容を
はじめ、様々な学習課題を取り
上げ、学びの場を提供します。

　幼児・児童とお家の方を
対象に、おはなし会と体験
活動を行う「ウェルカム！
こども企画」を毎月開催中
です。今年度も、楽しいお
はなし会とともに、ポップ
アップカード作りや国体ダ
ンス、クッキング等、いろ
いろな企画を行います。

生 涯 学 習 事 業 紹 介
　平成 28年度は、福井ライフ

座、ふるさと未来講座（歴史、
伝統文化、戦略、ふるさと体験）、

　ふるさと福井に関する内容を

上げ、学びの場を提供します。

福井ライフ・アカデミー講座福井ライフ・アカデミー講座 　幼児・児童とお家の方を
対象に、おはなし会と体験
活動を行う「ウェルカム！

ウェルカム！こども企画ウェルカム！こども企画

　地域の学校からALTを講師に招き、定期的に「英語のお
はなし会」を開催しています。日本語と英語で絵本を聞き
比べる読み聞かせや、簡単な英語のゲーム等を実施し、楽
しみながら本と英語に親しむ機会を提供しています。

英語のおはなし会英語のおはなし会
　「読書感想文の書き方が分からない！」という多くの
ご要望にお応えし、夏休みには司書による小学生のた
めのブックトークや教員による感想文の書き方講座を
開催します。

読書感想文関連講座読書感想文関連講座
☆図書館連携事業☆☆図書館連携事業☆



１階レストラン（サニースマイル）のご案内１階レストラン（サニースマイル）のご案内

　庭園に面し、明るくゆったりとした店内です。生活学習館ご利用の方はも
ちろん、お食事だけの方もぜひお越しください！
　地元素材を活かし、栄養のバランスもとれた日替わり定食やスタミナたっ
ぷりのユー・アイ丼がおすすめです！（ご予約も承っています）
　ご来館の際は、ぜひ『サニースマイル』でおくつろぎください。

運営：社会福祉法人　竹伸会

営  業  時  間　　9:00 ～ 16:30
オーダーストップ　　　　  ～ 16:00
定休日は毎週月曜日、第 3日曜日
※ユー・アイふくいの休館日と同じです。

ご予約・お問い合わせは、
　　　サニースマイル　
　　　0776-41-2566 まで

お弁当もおすすめ♪
ご予約は５日前までに
お願いします。

手作り！

福井ライフ・アカデミー主催講座および
ゆー・あいカレッジを受講された方へお得な情報！
講座のアンケートにご回答いただいた方に、サニースマイルで
お使いいただける割引券をプレゼント！

６

生活学習館（ユー・アイ ふくい）のご案内
　ユー・アイ ふくいでは生涯学習に関する図書や、男女共同参画に関する図書を貸し出しています！

情報ルーム（1階）

女性活躍支援センター（2階）

生活学習館にはフレンドリーバス（無料）のご利用が便利です！！生活学習館にはフレンドリーバス（無料）のご利用が便利です！！
　フレンドリーバスのルートと時刻表が変わり、生活学習館へのアクセスが便利になりました。

例：行き（生活学習館先回り）

13 分福井駅東口
９：３０

生活学習館
９：４３

始発福井駅東口８:30 発、生活学習館８:43 着
以降毎時 30分発

例：帰り（こども歴史文化館先回り）

13 分生活学習館
１５：３３

福井駅東口
１５：４６

始発生活学習館８:33 発、福井駅東口８:46 着
以降毎時 33分発

図書の検索は、ユー・アイふくいホームページで♪
http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/index.html

日替わりメニュー（例） ユー・アイ丼 越のルビー冷製パスタ

夏メニューのご紹介♪
夏メニューのご紹介♪
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平成 28 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。　　　講座のお問い合わせ：☎ 0776-41-4254

キャリアアップ応援講座

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

内　　容
開催時期 ５月～1２月

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー

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

内　　容
開催時期 6月～10月

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：☎ 

キャリアアップ応援講座

働く女性のキャリアアップ応援コース 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。

企業連携講座（講師派遣）

女性活躍推進企業が、従業員等を対象に仕事と家庭の両立などに関する研修を実施する場合に講師を派遣します。内　　容
対象期間 4月～2月

キャリア・アカデミー ビジネスセミナー

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

内　　容

開催時期 ７月～1月
対　　象 県内在勤で45歳以下の女性

女性部下を持つ管理職に対し、女性人材育成のた
めの意識改革やスキル向上を図るセミナー

内　　容

開催時期 7月～２月
対　　象 企業の管理職、人事担当者など

管理職の女性人材育成セミナーキャリア・アカデミー ビジネスセミナー

企業における女性活躍推進コース 企業における女性活躍を推進するために必要な情報やスキルを学ぶ
講座です。

次世代育成セミナー

若い世代の人たちが、家庭などに存在する固定的
性別役割分担を見直し、男女ともに自立した関係
の中でそれぞれの役割を担い、男女が互いに尊重
する関係を学ぶ講座

内　　容

開催時期 5月～３月
対　　象 県内の中学校に在籍する生徒

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、様々な分野に挑戦できるよ
う、女性のロールモデルから体験談を聴く講座

内　　容

開催時期 ５月～３月
対　　象 県内の高等学校に在籍する生徒

高校生のための「科学・技術者への招待」セミナー次世代育成セミナー

次世代育成支援コース 次代を担う若者たちに固定的な性別役割分担意識などの改革や啓発を図るための
講座です。

カップル応援講座

家事・子育てを協力し合い、お互いのキャリア形
成を考えるワークショップ

内　　容

開催時期 １１月～2月
対　　象 結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル

子供連れで参加し、家事・育児の協力を学ぶワー
クショップ

内　　容

開催時期 ７月～１０月
対　　象 子育て中の夫婦等

新米パパ・ママ応援講座カップル応援講座

男性の家事・育児参画コース 男性が家事・育児により一層興味を持ち、積極的な参加を促すため
の講座

県民活動支援講座（講師派遣）

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

内　　容

対象期間 １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

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

内　　容

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

教育連携講座（講師派遣）

地域指導者養成講座

ジェンダーに敏感な視点を養い、地域のリーダー
として行動するうえで必要となる技術や手法につ
いて学ぶ研修

内　　容

対象期間 １月～2月
対　　象 一般県民

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

内　　容

対象期間 ７月～１０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

地域連携講座（講師派遣）地域指導者養成講座

男女パートナーシップ推進コース 地域や職場で男女共同参画を推進する人材を養成する講座を実施します。また地域や学校
現場等において、意識改革や啓発を図る講座や研修を実施する場合に講師を派遣します。



８

ふくい女性活躍支援センター
あなたの“働きたい”を応援します !!あなたの“働きたい”を応援します !!

就職相談・職業紹介
就職に関する相談、職業紹介
履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導

キャリア相談
キャリアコンサルタントがあなたに合った働き
方を一緒に考えます。

子育てと仕事に関する悩み相談
保育所探しのお手伝い
子育ての悩み相談

火～日曜日　9:00 ～ 16:45

＜就職相談・職業紹介＞

火～木曜日、土曜日　10:00 ～ 16:45
金曜日　　　13:00 ～ 20:00

＜キャリア相談＞

火・木・金曜日　9:00 ～ 16:45

＜保育所・子育て相談＞

法律相談（弁護士）
　毎月第４土曜日　13:00 ～ 16:00

＜特別相談（事前予約制）＞

こころの相談（臨床心理士）
　毎月第 1土曜日　13:00 ～ 16:00

こんな相談をお受けしています
　　夫婦関係がうまくいっていない
　　離婚を考えているけど、その後の生活が不安
　　家族とうまくいかない
　　パートナーから暴力を受けている
　　職場での人間関係がうまくいかない

女性総合相談

女性総合相談専用電話（9:00 ～ 16:45）
電話　0776-41-7111・0776-41-7112

お気軽に
お問い合わせ
くださいネ！

　隣接のチャイルドルー
ムは当センターでの相談
はもちろん、当センター
をご利用いただいての就
職活動 (職業訓練、面接
など）の際にも、ご利用
いただけます。
利用時間　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
　（１日ご利用の場合は、センターにご相談ください。）
利用料金　お子様一人　半日 300円／１日 600円
※原則、２日前までにご予約ください。

チャイルドルーム 電話　0776-41-4254

第１火曜日・第３土曜日　
　　9:00 ～ 16:45

創業相談

＜出張相談（要予約）＞
ひとり親就業相談
福祉人材センター

第 2火曜日・第４木曜日
　　10:00 ～ 16:00{

お子様連れでも
OK

お子様連れでも
OK

一人で悩まないで！
まずはお電話ください。

火～日曜日　9:00 ～ 16:45
　第 3日曜日、祝日の翌日、
　年末年始 12/28 ～ 1/4 を除く。

＜一般相談・ＤＶ被害者相談＞

（ ）

ふくい女性活躍支援センター
電　話　0776-41-4244　　　　
e-mail 　lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
F A X　0776-41-4260        
U R L　http://www.f-jhosei.or.jp

（9:00 ～ 20:00）



第 47回新院展　衆議院議長賞
　　　　　　　（会場 : 東京都美術館）

赤ちゃんや子ども達　お母さんやお父さん　おじいちゃんおばあちゃん
すべての人が皆　いとしい命。水　空気　花　山々　海や大地に生きるものが
いつまでもすこやかに生きられますようにとの　祈りをこめて描きました。
　今も戦争は絶えず、核を手にした人類を止められるのは
この星に生きる幸せを守れるのは　私達一人一人からだけではないでしょうか。

表紙の絵について

作　者 新日本美術院理事　北荘かおる（鯖江市在住）

題　名 「生命を抱いて」（80号油彩）
いのち だ
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P福井県立
若狭図書学習センター

27

南川大橋南川大橋

福井県生活学習館
福井県生涯学習センター 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㈹ＦＡＸ. 0776-41-4201

〒917-0075 福井県小浜市南川町6-11 ＴＥＬ. 0770-52-2705 ＦＡＸ. 0770-52-2715

【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/index.html

E-mail wakuwaku@angel.ocn.ne.jp  ホームページhttp://www.library-archives.pref.fukui.jp/

福井県立若狭図書学習センター

■お問合せ

H28 福井ライフ・アカデミー主催講座案内

N

１ 電話　０７７６-４１-４２０６

２ FAX　０７７６-４１-４２０１

４ 電子申請「ユー・アイ ふくい」のＨＰ
　→画面右「生涯学習のお知らせ」から
　　「電子申請」をクリック

①タイトルに「講座名」をお書きください。
②お名前　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（希望・済み・無し）

３ メール　f-manabi@pref.fukui.lg.jp

申込方法■ 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

日　　時　　７月２３日（土）　１４：００～１５：３０
講 座 名　　学びチャレンジ講座「国語」
テ ー マ　　「村上春樹文学の世界」
講　　師　　日本文藝家協会会員
　　　　　　山岳エッセイスト　増永　迪男

日　　時　　８月１１日（木・祝）　１０：００～１１：３０
講 座 名　　学びチャレンジ講座「算数・数学」
テ ー マ　　「体の動きをグラフにしてみよう！」
講　　師　　福井工業高等専門学校　教授　坪川　武弘
　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　山田　哲也
　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　相場　大佑

日　　時　　８月２０日（土）　１０：００～１１：３０
講 座 名　　学びチャレンジ講座「算数・数学」
テ ー マ　　「ちょっと考える算数問題を楽しもう！」
講　　師　　仁愛大学　教授　木曽　利雄

日　　時　　８月２７日（土）　１４：００～１５：３０
講 座 名　　学びチャレンジ講座「国語」
テ ー マ　　『続　平安の歴史・文学絵巻としての「百人一首」』
講　　師　　福井県高校教育課　参事　中森　一郎

日　　時　　７月９日（土）　１３：３０～１５：００
講 座 名　　ふるさと未来講座「戦略」
テ ー マ　　『奇跡の村の物語～国道も信号もコンビニもない
　　　　　　　　　　　　　　　　　「絶望的な山村」の挑戦～』
講　　師　　NPO法人グリーンウッド自然体験教育センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　辻　英之

１ 電話　０７７０-５２-２７０５

２ FAX　０７７０-５２-２７１５

申込方法

フレンドリー
福井駅東口バス
フレンドリー
福井駅東口バス

赤十字前赤十字前

大野→大野→
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越
前
花
堂
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越
前
花
堂
駅

県庁県庁
●

ベルベル●

県産業会館県産業会館●

●

P P

Ｊ
Ｒ
福
井
駅

Ｊ
Ｒ
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井
駅

県立図書館県立図書館●

福井
I.C

フレンドリー
バス停
フレンドリー
バス停

ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館）
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7・8月に開催する講座の一部をご紹介します。
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