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心の力こそ、未来を創造する

華道家　前　野　博　紀

　平成から令和に改元され、日本も新たな機運に

包まれているような感じを受けます。思えば、前

回の昭和から平成への改元の折は、私は大学受験

勉強の追いこみでした。1989年、昭和64年、平成

元年は全て同じ時期をさしますが、祈願の大学合

格と入学の年と重なり、鮮明な記憶で残っていま

す。

　さて、あれから30年という歳月が経ち、令和時

代が始まりました。30年前に受験勉強していた少

年は、今では花をいける華道家として、花のチカ

ラを伝える仕事に就いています。皆様の平成元年の記憶は、どういった記憶でしょう？

　福井県の児童は、学力体力において、日本トップレベルを常にキープしています。

これは先人の撒いた種が育まれ「成果」という花が咲いたと言えますが、これからの

福井県には、学力体力という数値的なモノでない「心力」の醸成を促す教育システム

が必要になってくると考えています。

　昭和平成時代に我々に必要とされたスキルや能力は、AI（人工知能）を始めとす

る新たなシステムの構築で、多くの分野で人力でなくとも実現できる時代になります

が、どんなに頑張っても実現できない能力こそ、心力なのです。

　教育の現場で、心力を醸成するために、いのちを断ち再構成する「いけばな」の手

法が、子どもたちの未来に役立つと思い、故郷の高校などで「ふるさと先生」として、

授業をさせて頂いている中、最近個人的に思う事として、教育の前段階の「保育」と

いう領域に、心力醸成の鍵があるのでは？と思う様になりました。

　 0歳児から 6歳までの期間に、人生を左右する感性が決まると言われています。

　小学校に入ってからは、学力や体力の教育的醸成が、結果として、福井県の水準を

高くしました。しかしながら、心力はその前段階の幼児教育の中にこそあるのではな

いでしょうか？

　高校生対象の授業で、「将来の夢は？」「これから何に挑戦する？」と質問すると、

なかなか熱のこもった将来像は見えてきません。素直で穏やかな県民性は素晴らしい

事ですが、一人一人の人生に、この分野で花を咲かせてやろうという強い想い（夢）

も子ども達にはまだ忘れて欲しくないのです。その夢に向かい挑戦する姿勢を、教育

現場では教えきれない現状があるようです。

　人生 1世紀の時代が、間もなく実現しそうです。少子高齢化の時代の課題も見据え

なければなりません。子どもたちは、その時代の大人社会の写し鏡でもあります。女

性の進出や自己実現、生涯学習を通じた学びの姿勢も、子どもの未来の夢を助長する

ものであるに違いありません。そういった意味で、子どもに提供する大人が夢を持て

なくてはいけない、語れなければならない、そう思うのです。

　人間は生まれたからには、いつか必ず死にます。例外はありません。その限られた

時間を有意義に生き抜くために、どんな状況でも夢を諦めない心力の醸成を、私達大

人自身が、もう一度「今生の夢」として子どもたちに向けて、描き語れる存在であり

たいものです。生涯教育を通じて、その場が、「人生の夢」を語り合える場になる事

を願ってやみません。そして、仕事に精を出す我々の世代も、引退して尚、学ぶ姿勢

を持ち続ける高齢化世代も、これからの未来を担う幼児の「保育」と児童教育の現場

で、教員だけに任せることなく、人生の先輩として、常に佳い影響を与え続ける存在

でありたいものです。

　私の今生は、花に仕え、花のいのちを通じて人の道を学ぶ姿勢を子どもたちに伝え、

そして最後は逝きたいと思っています。花のように生きたい、心からそう思っていま

す。

令和元年の迎え花として、

京王プラザホテル（東京）に展示した作品です。

巻 頭 言
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福井ライフ・アカデ ミー主催講座の案内
学習需要の多様化・高度化に応えるため、講座内容の 充実を図るとともに、「いつでも、どこでも、手軽に」

  学びの情報に触れていただけるよう、福井県内の 生涯学習関連情報の一元的提供にも努めています。

第１期／４回・５回　１月18日（金）

ゆーあいシアター⑥
２月９日（土）、２月10日（日）

ゆーあいシアター①４月19日　（金）、20日（土）

第２期／１回～５回　２月16日（土） 、２月23日（土）、３月10日（日）

経済・産業①６月12日（水）

「福井県の鉄道発達と社会の変化
～百年前の鉄道計画が今に語りかけるもの～」
講師：福井県立大学 訪問研究員 福井工業大学 非常勤講師

小谷　正典

「防災の実践−ハザードマップの活用−
−防災訓練～避難所開設−」

講師：福井工業高等専門学校 環境都市工学科 講師  江本　晃美

「Mayu ～ココロの星～」
「サクラサク」

①「古民家を知る−地域景観−」
②「古民家を直す−建築家の視点から−」
③「古民家に集う−活用のアイディア−」
④「古民家に住む−住んで想う−」
⑤「県内の古民家活用の事例から考える」
講師：福井県立大学地域経済研究所 講師 江川　誠一

講師：一般社団法人古民家再生協会福井若狭 代表理事 森本　真弘
（第２回）

講師：里山ねっこ／ NPO法人森林楽校・森んこ 代表 萩原　茂男
（第３回）

　ハザードマッ
プを用い、避難
経路を検討しま
した。避難に活
用できる防災ポ

イントについて学びました。

　21歳で乳がん
になった女性の
実話に基づいた
作品を上映しま
した。

　参加された方々からは、「命と向き
合うことの大切さを感じることができ
た。」という感想が寄せられました。

　古民家を実際
に 見 学 し な が
ら、講師からそ
の構造や特徴等
について聞き、
地域景観の一部

としての古民家を保ちつつ効果的に建物
を利用する種々の方策について話し合い
ました。

経済・産業②１月25日（金）

「福井県経済の現状と今後の課題」
講師：日本銀行 福井事務所 所長

小泉　達哉

　福井県経済が
好調な理由と今
後克服するべき
課題をお話しい
ただきました。

自然科学②１月13日（日）

「恐竜はどんな動物か？」
講師：京都市青少年科学センター 所長

瀬戸口　烈司

　恐竜の骨格か
らわかる恐竜の
生き方や進化・
知能などを分か
りやすくお話し

いただきました。

自然科学①１月27日（日）

「天気予報をもっと身近に
～身の安全を守るために必要なこと～」
講師：気象予報士・防災士  二村　千津子

　気象情報の活
用の仕方を具体
的にお話しいた
だきました。

現代社会②２月27日（水）

「ペットブームから見える
日本家族の“リアル”」

講師：中央大学 文学部 教授  山田　昌弘

　ペットの家族
化の背景にある
社会の変化につ
いてお話をいた
だきました。

現代社会③３月７日（木）

「社会心理学から見た
都道府県幸福度ランキング１位福井県」
講師：神奈川大学 人間科学部 教授  杉山　　崇

　福井県ならで
はの幸せの秘密
についてお話を
い た だ き ま し
た。

経済・産業③・自然科学③３月27日（水）

「自然のちからを感じよう！」
会場：原子力の科学館「あっとほうむ」

中池見人と自然のふれあいの里

　原子力の
科学館「あっ
とほうむ」、
中池見人と

自然のふれあいの里へ行き、エネルギーや
湿地の生き物について学びました。

経済・産業①１月17日（木）

「ロボット技術で健康長寿を支えよう！」
講師：福井工業大学 工学部  機械工学科 准教授

原口　　真

　リハビリ介護
支援装置の研究
開発の現状と今
後の可能性をお
話しいただきま
した。

自然科学②２月16日（土）

「多様な命つながる九頭竜川へ
～サクラマスを指標種として豊かな生態系を未来に～」
講師：サクラマスレストレーション 代表  安田　龍司

　多様な生き物
が生息する九頭
竜 川 の 魅 力 や、
サクラマスを指
標種とした環境

保全活動についてお話しいただきました。

自然科学①７月27日（土）

「気象情報の活かし方
～その時、何が必要か～」

講師：気象予報士・防災士  二村千津子

これから

現代社会①８月３日（土）

「国際情勢の変化と海上保安庁の取組み
～平和で豊かな海を次世代に～」

講師：一般財団法人 海上災害防止センター 理事長

中島　　敏

これから

芸術・文化①７月６日（土）

「日本の祭り　松上げ」
講師：民俗研究者  小畑　紘一

　歴史・文化や産業など幅
広い分野で福井県の魅力、
優位性、独自性などを学び、
その活かし方を考えます。

【本年度のテーマ】

歴史　自然科学　経済・産業
芸術・文化　現代社会
地域づくり

　「ふるさと力」“地域の課
題に向き合い、その解決に
向けて主体的に関わる力”
を育みます。

　「文化・芸術」「自然・社会」
「子ども・家族向け」など
のテーマで、上映会を開催
します。

ふるさと
未来講座

「ふるさと力」
サポート講座

ゆうあい
シアター

第１期／１回～５回　５月16日（木)、５月23日（木）

ゆーあいシアター②７月５日（金）、６日（土）

①「未来をつくる作戦会議」
②「地域の魅力をさぐってみよう」
③「一歩踏み出すための方法」
④「ふるさと茶屋見学」
⑤「活動のプランニングをやってみよう」
講師：福井大学国際地域学部 講師 田中　志敬

講師：岡保公民館運営審議会 委員長  天谷　弘之
 （第１・２回）

講師：殿下の里づくり組合 組合長 堂下　雅晴
 （第３・４・５回）

　先進的にまち
づくりに取り組
ん で い る 地 域
の実践例から、
まちづくりのノ
ウハウを学び、

自身の地域のまちづくりのプランにつ
いて話し合いました。

「みすゞ」

　天才童謡詩人、金子みすゞ。自然の風景をやさしく見つ
め、優しさにつらぬかれた彼女の作品の数々は、21世紀
を生きる私たちに大切なメッセージを伝え続けています。
　本作品は平成29年10月にゆうあいシアターで上映させ
ていただき、「みすゞの純粋な生き方に、熱いものがこみ
上げてきた」などの感想をいただきました。

主催講座のほかに、共催講座、連携講座を行っております。

福井県内の各機関や団体等が生涯学習の推進に資する事業を実施する場合に、広報面を支援します。連携講座

市町が実施する事業に対して、費用や広報を支援します。主催市町以外の住民の方も参加可能です。共催講座

■生活学習館
■若狭図書学習センター

これから

これから【参加者の声】
・家族の大切さを改めて感じること

ができた。
・高齢の家族に対する今の自分の接

し方など参考になった。
・福井弁や知っている土地がたくさ

ん出ていてうれしかった。

　福井県美浜町などが舞台とな
り、認知症を患うひとりの老人を
とりまく家族愛を温かく描いた、
さだまさし原作の「サクラサク」
を上映しました。
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令和元年度 ゆー・あいカレッジのご案内
　「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施
している講座です。全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。 

働く女性のキャリアアップ応援コース
女性がさらに一歩を踏み出せるよう、方向性を定めるお手伝いをしたり、社会で
役立つスキルや情報を学んでいただいたりする講座です。

【キャリアアップ応援講座】

開催時期 ６月～３月
目的・内容 女性が、ステップアップしながら働き続けら

れるよう、キャリア形成に役立つ知識やスキ
ルを学ぶ機会を提供します。

【女性の再就職等チャレンジ支援セミナー】

開催時期 ６月～２月
目的・内容 出産・育児や介護等で離職した女性が円滑に

再就職できるよう、必要な知識や情報を提供
し支援します。

次世代育成コース
次代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識などに捉われない職業選択ができ
るよう、先輩の体験談を通して考えていただく講座です。

【次世代育成セミナー】

開催時期 ７月～３月
対　　象 県内の中学校に在籍する生徒

目的・内容 中学生に対し、社会に存在する固定的性別役
割分担意識に捉われることなく将来の職業や
生き方を選択できるよう、必要な知識や先輩
の体験談などを学ぶ機会を提供します。

【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

目的・内容 女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性
によって自由に進路を選択、チャレンジできる
よう、特に理系分野で活躍しているロールモデ
ルからアドバイスを受ける機会を提供します。

男性の家事・育児参画コース
夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う明るい家庭を築けるよう、考え学ぶ機会
を提供する講座です。

【カップル応援講座】

開催時期 10月～３月
対　　象 結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル

目的・内容 夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う家庭
を築き、二人で幸せになる将来設計を描くこ
とができるよう、考え学ぶ機会を提供します。

【新米パパ・ママ応援講座】

開催時期 ７月～1２月
対　　象 子育て中の夫婦等

目的・内容 子育て中の夫婦が、協力して家事・育児を行
うとともに、楽しんで子育てを続けることが
できるよう、スキルや知識を身に付ける機会
を提供します。

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、女性人材や管理職が必要とする情報や
スキルを学んでいただく講座です。

【キャリア・アカデミー】

開催時期 ８月～９月
対　　象 県内在勤で45歳以下の女性

目的・内容 企業の中でリーダーとして活躍できる女性人
材を育成するため、資質や意欲を向上できる
機会を提供し支援します。

【企業連携講座（企業への講師派遣研修）】

開催時期 ４月～３月
目的・内容 企業が、社員を対象として、働き方の改革や女性人材の活躍支援を図るための研修を行う場合に、講師を派遣

して支援します。

【管理職のための女性人材育成セミナー】

開催時期 ７月～12月
対　　象 企業の管理職、人事担当者等

目的・内容 企業で働く女性たちが存分に能力を発揮して
活躍できるよう、管理職を対象に、正しいマ
ネジメントスキルを身に付ける機会を提供し
ます。

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です。また地域や学校等
で男女共同参画を学んでいただく講座・研修を実施される場合に講師を派遣します。

【指導者養成講座】

対象期間 ７月～３月
対　　象 一般県民

目的・内容 地域のリーダーとして男女共同参画を推進す
る人材を育成するため、必要な知識や技能を
学ぶ講座を開催します。

【教育連携講座（講師派遣）】

対象期間 ４月～３月
主 催 者 県内の学校や教育関係団体

目的・内容 教育関係者が男女共同参画に対する理解を深
め、子どもたちと適切に関わることができる
よう、勉強会等に講師を派遣し支援します。

【地域連携講座（講師派遣）】

対象期間 ４月～３月
主 催 者 地域で活動する団体

目的・内容 地域社会における男女共同参画が推進するよ
う、地域の団体が開催する研修に講師を派遣
し支援します。

【県民活動支援講座（講師派遣）】

対象期間 ４月～３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

目的・内容 各層の男女共同参画が推進するよう、県内の
グループや団体が企画・運営する勉強会等に
講師を派遣し支援します。

平成30年度  ゆー・あいカレッジ講座レポート

男女パートナーシップ推進コース

【指導者養成講座】
３月16日（土）

「SDGsをゲームで知る～世界とのつながりを体感しよう」
講師：一般社団法人イマココラボ（imacocollabo） プロフェッショナルファシリテーター  森本菜都美

　SDGsの17の目標を達成するための道のりをカードゲーム「2030SDGs」を通
して学びました。様々な価値観や違う目標を持つ人がいる中で、「なぜ、SDGsが
世界に必要なのか、それがあることで、どんな変化や可能性があるのか」を体験し、
その振り返りを通じて、自分が今何ができるかを考える機会となりました。

働く女性のキャリアアップ応援コース

【キャリアアップ応援講座】
１月19日（土）

「情報を描いて伝えて生産性向上！仕事で役立つビジュアル化トレーニング」
講師：株式会社TAM えがこう！ディレクター  日高由美子

　情報を描いて伝える（可視化する）方法を、マジックの持ち方から線の引き方、
行動・感情を表す顔の描き方まで具体的に学び、講師によるデモンストレーション
の後、聞きながら描き、確認しながらビジュアル化していくペアワークを実践しま
した。プライベートから打ち合わせや議事録等の仕事の場面まで活用できる手法を
身に付けることができました。

２月２日（土）

「『なりたい自分』をメイクで手に入れる！～メイクした顔を『自分の名刺』にしよう～」
講師：pueri color主宰 メイクセラピスト  蓑輪恵理子

 グループで自分の顔がどのような印象に見えるかを共有し、アイブロウ（眉）や
チークで印象を変えるメイクの方法を学びました。お悩み相談では、眉の描き方、
チークの入れ方のアドバイスもありました。

２月20日（水）

「好感度UPのオフィスメイク～メイクした顔を『自分の名刺』にしよう～」
講師：pueri color主宰 メイクセラピスト  蓑輪恵理子

　アイブロウ（眉）やリップで印象を変えるオフィスメイクと流行メイクの違いを
具体的に説かれ、自分のなりたい印象に合わせてメイクするコツを学びました。

男性の家事・育児参画コース

【カップル応援講座】
３月９日（土）

「“楽しく暮らす！”をふたりでコーディネイト。笑顔の記録から満足いっぱいの将来まで♪」

　家事シェアの入門とし
て、「夫婦間の情報共有と
ルールを作ること」につい
て講義され、現状を振り返
りながら、今後の家事マネ
ジメントと家族のチーム化について話し合いました。

　写真撮影のポイントを学
び、実際にカップルで写真
を撮り合い、実践しました。
また、写真を楽しく飾るア
イテムや家族の絆が深まる
写真の飾り方についても学びました。

「『○○な家庭』＠私たち流の暮らし方」
講師：NPO法人tadaima！代表  家事シェア研究家

三木　智有

「撮って飾って大切に！ふたりの笑顔」
講師：写真家 フォトスタジオTOL代表

Eito Ｍars
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生 活 学 習 館 の ご 案 内
若狭図書学習センターのご案内

情報ルーム（１階）

レストラン（サニースマイル）（１階） チャイルドルーム（２階）

ふくい女性活躍支援センター（２階） 女性総合相談（２階）

　あなたの学びを応援します！図書、新聞等の閲覧、講座情報の収集、視聴覚教材の視聴、さまざまな学習

などにご活用ください。

　この春の新着図書87冊、仕事や
生活、趣味に役立つ本、０歳からの
絵本など、すべて貸し出しできます。

●図書コーナー ●脳活コーナー

　生涯学習に関する図書、男女参
画に関する図書、お子様向けの絵
本等を豊富に取り揃えています。

（貸し出し可）

　リラックス効果や集中力も向上
すると言われるぬり絵や、漢字パ
ズル等様々な問題が置いてありま
す。

どなたでもご利用いただけます

【無料】9：00～20：00

　庭園に面し、明るくゆったりとしたお店です。生活
学習館ご利用の方はもちろん、お食事だけの方でもぜ
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がおすすめです。

　生活学習館、中小企業
産業大学校、県立図書館、
文書館およびふるさと文
学館をご利用される方、
当館２階の女性活躍支援
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）をされる方がご
利用いただけます。

あなたの“働きたい”を

応援します！！

一人で悩まないで！

まずはお電話ください

・県産スギ材を使用したボック
スinボックスを設置。木の温
もりの中でおくつろぎいただ
けます。

・手づくりお菓子、かわいいク
ラフト雑貨も販売中！

【ご予約・お問い合わせは】サニースマイル
0776−41−2566 まで

運営：社会福祉法人  竹伸会

【利用時間】９：00～12：00、13：00～17：00
　　　　　（１日ご利用の場合はご相談ください。）

【利用料金】半日300円／１日600円
原則、ご利用日の２日前までに、Webご予約をお願いします。

【アドレス】https://www.f-jhosei.or.jp/childroom/

【開所時間】９：00～20：00
【電　話】0776−41−4244
【e-mail】lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
【FAX】0776−41−4260
【URL】http://www.f-jhosei.or.jp

法律相談《弁護士》

毎月第４土曜日
13：00～16：00

こころの相談《臨床心理士》

毎月第１土曜日
13：00～16：00

お子様連れでもOK

♦就職相談・職業紹介   

　火～日曜日／９：00～16：45
　就職・求人内容に関する相談、職業紹介
　（ハローワーク同様、紹介状を交付します）
♦キャリア相談

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

キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談
履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導

♦保育所・子育て相談

　火・木・金曜日／9：00～16：45
　保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談

♦一般相談・DV被害者相談

　火～日曜日／９：00～16：45
　【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

♦特別相談（事前予約制）

女性総合相談専用電話（９：00～16：45）

【電話】0776−41−7111／0776−41−7112

【読書感想文関連講座】
　「読書感想文の書き方がわからない！」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

のための本の選び方講座や感想文の書き方講座を開催します。

生涯学習事業紹介

【福井ライフ・アカデミー講座】
　令和元年度は、ふるさと未来講座（芸術・文化、自然科学、

地域づくり、現代社会）と「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。

図書館連携事業

【ウェルカム！こども企画】
　幼児・児童とその保護者を対象に、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、ものづくり体験や昼間の星を見る会、コンサート等いろ

いろな企画を催します。

【英語のおはなし会】
　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。
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■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

回復を祈るまなざしとこぼれる笑顔…すべての看護師さんや介護士さん、お医者様。
ご家族を介護される皆様、子育て中のママ、パパ、おじいちゃんおばあちゃん、
保育士さんに先生方。
人を癒し　育てる方々は　グランエンジェル（偉大な天使）！
心からの感謝を込めて描きました。

表紙の絵によせて

東京都美術館にて

作者

題名

新日本美術院常任理事  北荘かおる

Gran Angel（グランエンジェル）ほほえみの天使達
（120号　油彩　越前和紙使用）第50回新院展　駐日アルメニア共和国大使館賞受賞作品

�

まなびぃネットふくい 

スマホは右の QR コードからどうぞ。 

�

県内各地で開催される 

講座・行事や関連施設など、

生涯学習に関する 

最新の情報を検索できます。 

申込方法

１「まなびぃネットふくい」

２ 電話 0776−41−4206

３ FAX 0776−41−4201

５ 窓口直接

４ 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）

福井ライフ・アカデミー主催講座のご案内
若狭図書学習センター 生活学習館� � 気象庁から発表される気象情報は日々見

直され、より役立つ情報へと進化していま

す。最新の“使える”気象情報、どんな時に

どんな情報を知るべきか…� など、具体的
にお話しします。�� また、年々暑くなる福井の夏。どのくらい
暑くなっているのか、これからも暑くなる

のか、地球温暖化の影響は…？毎年のよう

に起こる集中豪雨。珍しくなくなった気温

４０℃。そうした異常気象の原因などにつ

いてもお伝えします。�
令和元年度� 福井ライフ・アカデミー主催講座� ふるさと未来講座「自然科学」①�
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日時：令和元年７月６日（土）�

��：��～��：���

定員：40名�会場：福井県立若狭図書学習センター�

福井ライフ・アカデミーふるさと未来講座 「芸術・文化」第１回 
対象：県民一般�

問合せ・申込先：福井県立若狭図書学習センター� TEL� 0770‐52‐2705� FAX� 0770‐52‐2715�
福井県小浜市南川町 6‐11�

�

�
｢日本の祭り�松上げ｣�
講師� 民俗研究者� 小畑おばた� 紘一こういち� 氏�
【講師プロフィール】�

����年生まれ。慶応義塾大学経済学部卒業後、外務省入省。�

退職後、筑波大学大学院人文科学研究科歴史人類学専攻博士課

程入学（民俗学専攻）����年同大学院修了。学位取得（文学�

博士）学位論文「柱松の研究」。�

著書『祭礼行事柱松の民俗学的研究』� ����年� 岩田書店�

近年、論文等の調査のため、頻繁に若狭地方を訪れる。�

�

�要申込�
受講�
無料�講師提供（小浜市和多田� 田村川）�

【講師メッセージ】�
「松上げ」は、主としておおい町の名田庄地域から小浜市東部を流れる南川沿いの村々で地蔵盆乃至二百十

日の日に行われ、目的は、愛宕権現への献灯又は風よけ祈願といわれています。「松上げ」と称する祭りは、

若狭地方のみですが、高い柱の上の籠に向けて松明を投げ上げ点火する祭りは、名前を変えて全国で見るこ

とが出来ます。この様式の祭りを学術用語で「柱松」と言います。講演では、柱松がどこで、いつ、何の目的

で行われているかを紹介し、「松上げ」の特徴を探りたいと思います。�

１

２

３

❶「まなびぃネットふくい」で検索

❷ 講座を検索

❸ 画面下「申し込む」をクリック


