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福井ライフ・アカデミー主催講座
ユー・アイ ふくい
○ダンスで心をひとつに～作品創りと踊る楽しさ～
○たった一人からでも地域は変わる
～まちを担う人財が次々と生まれ育つ場づくり～

若狭図書学習センター
○自動運転の実用化に向けた永平寺町の取組み

福井ライフ・アカデミー本部
写真：福井市 一乗谷朝倉氏遺跡

�
�

目� � 次�

�

§�福井ライフ・アカデミー� 主催講座�·································�� 頁�

�

�

�

§�福井ライフ・アカデミー� 共催・連携講座�···························�� 頁�

�

�

�

§�子どもニュース�··················································��� 頁�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

●１０、１１月の講座情報�

●１０、１１月の講座情報�

ユー・アイ ふくい

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
【問合せ先】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【１０ 月】
ふるさと未来講座「芸術・文化」①

『ダンスで心をひとつに
～作品創りと踊る楽しさ～』

日時

１０月６日（日）
１０：００～１１：３０

講師 CAT-A-TAC/コンドルズ

藤田 善宏
福井県出身で、昨年開催された福井しあわせ
元気国体・大会の「はぴねすダンス」の振付と開
会式式典演技振付総合監修をつとめた藤田善
宏さんを講師にお招きし、国体を成功に導くた
めへのプロセスと秘話、そしてご自身のライフ
ワークでもある舞台創作への想いを文化庁芸術
祭舞踊部門新人賞を受賞した公演の話を交え
て語っていただきます。講演の後は、初心者で
も楽しめる日常の道具を使ったちょっと変わった
ゲーム要素を取り入れたダンスワークショップを
行います。

対象 小学生以上（小学生は保護者同伴）、
一般
定員 ８０名
持ち物 飲み物、汗拭きタオル

撮影：阿部章仁

ふるさと未来講座「地域づくり」①

日時

１０月１３日（日）

１４：００～１５：３０
『たった一人からでも地域は変わる
講師 ＮＰＯ法人 atamista（アタミスタ）
～まちを担う人財が
代表理事
次々と生まれ育つ場づくり～』

市來 広一郎

かつて衰退した熱海の街なか。いまは空き店
舗がほぼなくなり、働き手も増え、また地域住民
も増えはじめています。そして一時期担い手が
少なくなっていた地域のお祭りも、いまや参加す
る人が年々増え続けるなど、地域コミュニティも
再生しています。
��������（アタミスタ）は「自分たちの暮らしは自
分たちでつくる。自分たちの街も自分たちでつく
る」ことをテーマにまちづくりに取り組んでおられ
ます。地域の資源を活用した体験交流プログラ
ム「熱海温泉玉手箱」、衰退した中心市街地の
再生などの取り組みを通してまちのファンが増え、
そしてそのファンがサポーターになり、プレイ
ヤーになっていきました。熱海でのそんなまちづ
くりの実践についてお話しいただきます。

定員 ６０名
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ユー・アイ ふくい

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
【問合せ先】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【１０ 月】
ゆうあいシアター④

上映日

１０月２５日（金）・２６日（土）

『ドキュメンタリー「兼子」』
上映スケジュール
アルトの声楽家として、１８歳から８７歳まで演
奏活動を続け、９２歳、死の二か月前まで後進の
指導にあたった 柳 兼子（１８９２～１９８４）。明
治・大正・昭和を生きた彼女の音楽活動そのも
のが「わが国の生きた音楽史」でもあります。「椰
子の実」「荒城の月」「早春賦」など多数の日本
歌曲の演奏と、彼女をよく知る方々のインタ
ビューによって描かれる「不滅の声楽家 柳 兼
子 が日本歌曲に込める 日本のうつくしいこと
ばの復権」を味わってみませんか。

第１回…２５日（金）１４：００～１５：３０
第２回…２５日（金）１９：００～２０：３０
第３回…２６日（土）１０：００～１１：３０
第４回…２６日（土）１４：００～１５：３０
※同じ作品を４回上映します。

定員 各回６０名
入場無料

主催が「生活学習館（ユー・アイ ふくい）」の場合
【問合せ先】
〒�������� 福井市下六条町����
��� ������������
��� ������������
メール：�������������������������

【���・メール内容】
●タイトル「講座名」第○回
●お名前・ふりがな
●年齢
●お電話番号
●メールマガジン配信ご希望の有無
（ 希望 ・ 済み ・ なし ）

【申込み方法】＊下記のいずれかの方法で
①まなびぃネットふくい（ホームページ）
「まなびぃネットふくい」で検索
→ 参加したい講座をクリック → 画面下「申し込む」をクリック
②電話
③ＦＡＸ
④メール
⑤窓口直接
※「ゆうあいシアター」と「芸術・文化①」のお申込みは、
②～⑤の方法で受付けております。
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ユー・アイ ふくい

【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接
【問合せ先】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【１１ 月】
ふるさと未来講座「自然科学」③

『福井県の石 笏谷石
～越前の名石は
どのようにして生まれたか～』
古来、越前から日本全国に運ばれ使わ
れてきた足羽山の笏谷石（しゃくだにいし）。
青味を帯びたその独特の風合いから、多
くの人々を魅了してきた名石の、誕生の秘
密に迫ります。

ふるさと未来講座「現代社会」③

『私は創造的でありたい
～人工知能が活躍する時代を
生きぬくために～』
若宮氏は５８歳からパソコンを独学で習得し、２０
１６年、８１歳で������アプリの制作を開始。２０１７
年、８２歳でゲームアプリ「�������」をリリース。米国
アップルによる世界開発者会議「�����２０１７」
に特別招待され、ティム・クック���から最高齢プ
ログラマーとして紹介されています。また、２０１７年
９月には、安倍政権の看板政策「人づくり革命」の
具体策を検討する「人生１００年時代構想会議」の
最年長有識者議員に選ばれ、２０１８年２月には��
国連本部でスピーチを行っております。最近では
�２０の分科会に参加されたり、東日本大震災被災
地支援キャラバン活動をされたりしております。人
工知能が活躍する時代の生き方や、若宮氏の最
近の活動の様子をお話しいただきます。

日時

１１月６日（水）
１０：００～１１：３０

講師 元 福井市自然史博物館 特別館長

吉澤 康暢
定員 ６０名

日時

１１月１６日（土）
１０：００～１１：３０

講師 メロウ倶楽部 副会長
NPOブロードバンドスクール協会 理事
熱中小学校 教諭

若宮 正子
定員 ６０名
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【申込み方法】 ①まなびぃネットふくい ②電話 ③ＦＡＸ ④メール ⑤窓口直接

TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201
ユー・アイ ふくい 【問合せ先】 メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【１１ 月】
ふるさと未来講座「経済・産業」②

『ふくい発の「ｅ-テキスタイル」が
もたらす未来
～「太陽光で発電する布」や
「光る布」を使った新しい提案～』

日時

１１月２１日（木）
１４：００～１５：３０

講師 福井県工業技術センター 主任研究員

笹山 秀樹
定員 ６０名

「ｅ�テキスタイル」とは、糸そのものや布に電
子的な機能をもたせた布のことです。福井県
では、全国に先駆けて研究開発を行ってきま
した。
太陽光で発電する布や、ＬＥＤや光ファイ
バーを使った光る布など、未来に大きな可能
性を秘めた「ふくい発の新技術」についてお
話しいただきます。

ふるさと未来講座「歴史」①

日時

１１月２７日（水）
１４：００～１５：３０

『丸岡城の魅力と見どころ』

講師 城郭ライター・編集者
公益財団法人日本城郭協会 理事
全国に残る１２天守のひとつを擁する、
丸岡城。近年、国宝化に向けた本格的な
学術調査によって、改めて価値が解明さ
れつつあります。
調査結果を踏まえ、全国の城と比較しな
がら、丸岡城の魅力と価値をお話しいた
だきます。
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萩原 さちこ
定員 ２００名

若狭図書学習センター

【申込み方法】
【申込み方法】 ①電話
①電話 ②ＦＡＸ
②ＦＡＸ ③窓口直接
③窓口直接

【問合せ先】
【問合せ先】 TEL
TEL 0770-52-2705
0770-52-2705

FAX
FAX 0770-52-2715
0770-52-2715

【１０ 月】
ふるさと未来講座「現代社会」①

『自動運転の実用化に向けた
永平寺町の取組み』

日時

１０月２０日（日）
１３：３０～１５：００

講師 永平寺町 総合政策課 参事

永田 敦夫
永平寺町では、２０１８年から「永平寺参ろー
ど（旧京福電鉄永平寺線跡地の遊歩道）」にお
いて、国の研究機関である産業技術総合研究
所や福井県などとともに、自動運転の実用化に
向けた実証実験を行っています。
人口減少、少子高齢化が急速に進む中、自
動運転の技術を高齢者などの交通弱者の移動
手段として、さらには永平寺町を訪れる観光客
の二次交通として活用し、新しい交通システム
の構築を図る永平寺町の取組みについてお話
しいただきます。

定員 ４０名

主催が「若狭図書学習センター」の場合
【問合せ先】
〒�������� 小浜市南川町����
���� ������������
��� ������������
【申込み方法】＊下記のいずれかの方法で
①電話
②ＦＡＸ
③窓口直接
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若狭図書学習センター

【申込み方法】
【申込み方法】 ①電話
①電話 ②ＦＡＸ
②ＦＡＸ ③窓口直接
③窓口直接

【問合せ先】
【問合せ先】 TEL
TEL 0770-52-2705
0770-52-2705

FAX
FAX 0770-52-2715
0770-52-2715

【１１ 月】
ふるさと未来講座「芸術・文化」②

『絵本と鳥の巣の不思議
―鳥の巣が教えてくれること―』

日時

１１月３０日（土）
１３：３０～１６：００

講師 絵本作家・鳥の巣研究家

鈴木 まもる
越前市出身の故かこさとしさんが最後に手掛け
た絵本、『みずとはなんじゃ？』を引き継ぎ完成さ
せた鈴木まもるさんに絵本のおはなしとライフ
ワークとして研究されている鳥の巣についてお話
しいただきます。
講演会終了後、本の販売とサイン会を行います。
終了時刻は１６：００を予定しています。

定員 ６０名

上の画像はキムネコウヨ
ウジャクの巣です。

6

� ※講座内容等は変更になることもあります。詳細は、実施機関にお問い合わせください。

【福井・高志地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
＜共催＞
水と環境 ～暮らしの中の水環境～
福井大学 准教授 三浦 麻
� １１月２日（土）１４：００～１６：００
【会】アオッサ６階 ６０７研修室
暮らしの中の水環境について、簡単な実験を交えながらお話しし
ます。

＜共催＞
唱歌の四季
仁愛女子短期大学 幼児教育学科
非常勤講師 川崎 美砂子
� １１月６日（水）１３：３０～１５：３０
【会】アオッサ ６階 レクリエーションルーム
“唱歌”には世代を超えて誰もが歌える名曲が多く、そのルーツは
明治末期から大正初めの「尋常小学唱歌」にあります。日本の四季
を巡りながら代表的な唱歌の背景を探り、歌い味わいます。

写真展 真宗道場
９月４日（水）～１１月２４日（日）
�
【会】福井県立歴史博物館 エントランス
嶺北地方に点在する真宗の道場について写真で紹介します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・はがき
【料】無料
【定】８０名

【対】一般
【申】不要
【料】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障害者手帳等を
お持ちの方とその介護者１名
は無料）
【定】なし

福井市中央公民館
福井県福井市手寄１－４－１
アオッサ５階
ＴＥＬ(０７７６)２０－５４５９
ＦＡＸ(０７７６)２０－１５３８
����������������������

福井県立歴史博物館
福井市大宮２－１９－１５
ＴＥＬ（０７７６）２２－４６７５
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４
�������������������������������

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生・大学生
２００円、小学生・中学生１００
円、身体障害者手帳等をお
持ちの方とその介護者１名は 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
本年５月に「４００年の歴史の扉を開ける旅～石から読み解く中
世・近世のまちづくり 越前・福井～」が、新たな日本遺産に認定され ５割引き、団体は２割引き）
料館
ました。そのことを記念に開催する展覧会です。
【定】なし
福井市安波賀町４－１０
ＴＥＬ（０７７６）４１－２３０１
ＦＡＸ（０７７６）４１－２４９４
������������������������
山城見学会 爽秋の山城を攻める
【対】一般（中学生以下は保
１０月２０日（日） ９：３０～１５：３０
護者同伴）
� 【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 駐車場集合
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
山麓から山頂の一乗谷城まで登りながら、山中に残る山城の遺
【料】無料
構を案内します。晴れた日には山頂から三国港まで見渡すことがで
【定】３０名
きます。山登りの格好で来てください。
日本遺産認定記念展
８月２日（金）～１１月１２日（火） ９：００～１７：００
（休館日 １０月１６日（水））
� （入館は１６：３０まで）
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

シニアいきいきセミナー あたまイキイキ音読教室
福井県立図書館 職員
� １０月１６日（水）１０：００～１１：００
【会】福井県立図書館 研修室
文学作品等を参加者全員で一緒に声に出して読みます。

落語ｄｅ笑って学べるエンディングセミナー
行政書士 生島 清身（落語家高座名 天神亭 きよ美）
� １０月１９日（土）１３：３０～１５：１５
【会】福井県立図書館 多目的ホール
落語を通して終活、遺言、相続について学ぶ講演会です。

【対】７０歳以上の方
【申】不要
【料】無料
【定】１５名

【対】一般
【申】電話・貸出返却カウン
ター
【料】無料
【定】１００名

福井県立図書館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

特集展示 没後４０年 中野重治
８月２３日（金）～１２月１８日（水）
� 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
坂井市出身の作家、中野重治の没後４０年にあたり、その業績や
【定】なし

生涯を振り返ります。

特集展示 ふくいの秋を描いた文学
９月１３日（金）～１２月１８日（水）
�
【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
福井の秋の風物詩を取り上げた随筆や詩歌、小説を紹介します。 【定】なし

没後４０年 中野重治展・関連イベント
声優・赤羽根健治氏による朗読会＆トークショー
「中野重治の世界」
声優 赤羽根 健治
��
１０月５（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館 研修室
「梨の花」「歌のわかれ」など、中野重治作品の朗読と、声優のお

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】６０名

福井県ふるさと文学館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６６
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８６１
���������������������������

仕事についてお話しいただきます。

おしどり文学館協定２周年記念 吉村昭展
１０月２６日（土）～１２月２２日（日）
�� 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
荒川区ゆいの森あらかわ吉村昭記念文学館と共催で、作家吉村
【定】なし

昭の生涯や作品を振り返ります。

福井大学公開講座
福井大学発 教育･医学･工学･国際地域分野の最新情報
「福井市美術館を活用したアートコミュニティの創造」
１０月５日（土）１０：００～１１：３０
福井市美術館 学芸員 河野 泰久、福井大学 教育学部
�� 教授 濱口 由美
【会】福井大学文京キャンパス アカデミーホール

【対】一般、学生、教職員
【申】ＦＡＸ・ホームページ・郵
送
９月５日（木）AM９：００～
１０月１日（火）まで
福井市美術館を活用し、アートを介してコミュニティを育むことを目 【料】無料
的に立ち上がった『K-Kamプロジェクト』。２０代から７０代という多様
【定】先着１００名
な世代で構成されているアートコミュニケータ「キリグー」と福大生、
学芸員、大学の研究者たちが、福井市美術館という場の力を借りな
がら、人と人、人とコトをつなぐ活動を展開させています。

福井大学公開講座
国史跡･興道寺廃寺跡をめぐる ～古代地方寺院とその周
辺～
美浜町教育委員会 学芸員 松葉 竜司、福井大学 教育
学部 教授 門井 直哉
１０月１２日（土）１２：００～１７：００
【会】美浜町 興道寺廃寺跡周辺（福井大学文京キャンパス
�� 教育学部１号館前 集合）

【対】一般（１８歳以上）
【申】ＦＡＸ・ホームページ・郵
送
９月１２日（木）ＡＭ９：００～
１０月１日（火）まで
美浜町の興道寺廃寺跡は、わが国における仏教の展開を知る上 【料】無料
で重要な古代寺院遺跡であり、平成３０年２月には国史跡に指定さ 【定】先着２５名
れました。本講座では同遺跡とその周辺を散策しながら、当時の日 【備】野外活動にふさわしい服
装、靴、日よけ、雨具、飲み
本や若狭の社会のすがたについて考えてみたいと思います。
<後援：美浜町教育委員会>
物等を各自準備してください。
備考：美浜町までは、大学からマイクロバスで移動します。
※日程等の詳細は、地域創生推進本部ホームページをご覧いただ
くか、直接お問合せください。
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福井大学地域創生推進本部
（地域連携推進課）
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０
ＦＡＸ（０７７６）２７－８８７８
������������������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

福井大学公開講座
福大音楽塾 とことんクラシック！
東欧アヴァンギャルド 〜バルトークからリゲティへ〜
ピアニスト 大宅 さおり、加藤 俊裕
福井大学 教育学部 教授 澁谷 政子
１０月１３日（日）１４：００～１６：１５
�� 【会】福井大学文京キャンパス アカデミーホール

【対】一般（小学生以上）
【申】ＦＡＸ・ホームページ・郵
送
９月４日（水）AM９：００～
「福大音楽塾 とことんクラシック！」で芸術音楽の楽しみを見つけ １０月８日（火）まで
ませんか。今年はピアニスト大宅さおりさんと加藤俊裕さんとともに 【料】無料
音楽の世界をより深く探究します。第１回は東欧の２０世紀音楽をと 【定】先着９０名

主催・問合せ・申込先 等

福井大学地域創生推進本部
（地域連携推進課）
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０
ＦＡＸ（０７７６）２７－８８７８
������������������������������

りあげます。素朴な農民音楽へのリスペクトが熱いバルトーク、超絶
技巧とポップさで魅了するリゲティ。聴いてみれば意外と楽しい！新
鮮な響きの世界へご招待します。

福井県委託事業 くらしの講座
あの手この手の消費者トラブル
～落語で楽しく学びま笑～
はやおき亭貞九郎
�� １０月１２日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい) 映像ホール

【対】一般
【申】電話・ホームページ
１０月１１日（金）まで
【料】無料
最新の消費者トラブルの手口について落語で楽しく学びましょう！ 【定】５０名

成年年齢が１８歳に引き下げられます。トラブルに巻き込まれない
ために、地域や家庭の場において今から心構えをしておきましょう。

男の料理
料理研究家 出倉 弘子
木曜コース
１０月１７日（木）１０：００～１３：００
【会】ハーツ学園 ３階 さくらルーム
��
土曜コース
１０月１９日（土）１０：００～１３：００
【会】ハーツ羽水 ３階 組合員集会室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】1,800円
【定】各コース１５名
(公社）ふくい・くらしの研究所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
ＦＡＸ（０７７６）５２－０６６０
�����������������������������
����������������������

さくっと、カラッと「トントン とんかつ」 美味しく作るコツをお教えし
ます。

福井県委託事業 くらしの講座
あなたは“ピッ！”してますか？キャッシュレス決済を正しく
理解し見極めよう！
（公社)全国消費生活相談員協会 消費生活相談員 大西
�� 康代
１０月２２日（火・祝）１３：３０～１５：００
【会】アオッサ ６階 研修室６０７
キャッシュレス決済に注目が集まっています！キャッシュレス決済
は、決して遠い未来の話ではなく、すでに私たちの生活で身近なも
のです。今こそ、正しい知識を身に付けましょう！

【対】一般
【申】電話・ホームページ
１０月２1日（月）まで
【料】無料
【定】５０名

福井県委託事業 くらしの講座
よくわかる！食品表示と食の安全 ～遺伝子組み換えとゲ
ノム編集食品～
至学館大学 健康科学部 栄養科学科 教授 小塚 諭
�� １１月２日（土）１３：３０～１５：００
【会】アオッサ ６階 ６０１Ｂ・６０１Ｃ

【対】一般
【申】電話・ホームページ
１１月１日（金）まで
【料】無料
食品表示についての知識を深め、食の安全安心について考えま 【定】５０名

しょう。また、遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品についての正
しい知識を身につけましょう。
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
高齢者の排泄援助とスキンケア
福井厚生病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 宮腰 心
１０月４日（金）１３：３０～１５：００
��
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
高齢者の排泄の特徴、排泄援助の注意点、おむつの種類と特
徴、スキンケアについて説明します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】５０名

心も体も元気に健康に ～認知症の理解、予防、支援～
福井県立すこやかシルバー病院 作業療法士 内藤 明美 【対】一般
【申】電話
１０月１６日（水）１３：３０～１５：００
��
【料】無料
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
認知症の危険因子や毎日の生活の中で脳を鍛える対策、心と体 【定】５０名

福井県立すこやかシルバー病院
福井市島寺町９３－６
ＴＥＬ（０７７６）９８－２７００

を元気にする活動について説明、実演します。

いきいきセミナー
薬剤師と上手に付き合って豊かな生活
�� 福井県薬剤師会 副会長 森中 裕信
１０月６日（日）６：３０～７：００
１０月１２日（土）１７：１５～１７：４５

随時受講生募集！
ラジオ放送講座いきいきセミ
ナー

【受講方法】
FBCラジオを聴講します。
いきいきセミナー
（嶺北864KHz/FM94.6MHz、
住民の危機感からたどり着いたスローガン！「ここに生き続 嶺南1557KHz/FM93.6MHz）
けるために」
毎週日曜日６：３０～７：００放
��
株式会社九頭竜の贈り物 巣守 和義
送
１０月１３日（日）６：３０～７：００
毎週土曜日１７：１５～１７：４５
１０月１９日（土）１７：１５～１７：４５
再放送
【講師】
県内外の著名な方々を予定
いきいきセミナー
しています。
松下幸之助の「道をひらく考え方」
（公財）松下社会科学振興財団 専務理事・松下資料館 館 【講座内容】
��
高齢期の心の持ち方、人生
長 遠藤 紀夫
論、病気と予防など。
１０月２０日（日）６：３０～７：００
【受講資格】
１０月２６日（土）１７：１５～１７：４５
県内在住の方、年齢は問い
ません。
【受講料】
いきいきセミナー
日本人のためのがん予防法 ～がんの予防と早期発見・早 テキスト代・郵送料として月額
４００円
期治療～
��
受講生になると、事前にテキ
福井県健康福祉部 保健予防課 室田 美幸
ストが毎月自宅に届きます。
１０月２７日（日）６：３０～７：００
１１月２日（土）１７：１５～１７：４５
ラジオ放送講座「いきいきセミナー」開講３０周年記念 公開
録音講座
断捨離の極意 ～日々ごきげんに生きるために～
（一財）断捨離® 代表 やました ひでこ
１０月５日（土）１３：３０～１５：００
【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・郵送
�� 【会】ＦＢＣホール（福井市大和田２－５１０）
断捨離の生みの親！あの、やましたひでこさんが、いよいよ「いき 【料】無料
いきセミナー」に登場します。断捨離で人生をよりよくする方法を提 【定】先着３００名
唱し、人気を博す、やましたさんに、人生１００年時代をいきいきと暮
らす知恵を授かります。本講演はＦＢＣラジオの公開収録です。１２
月に２週に分けて放送しますので、ラジオ放送でも是非お楽しみくだ
さい。
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（社福）福井県社会福祉協議会
地域福祉課生きがい長寿Ｇ
福井市光陽２－３－２２
ＴＥＬ（０７７６）２４－２４３３
ＦＡＸ（０７７６）２４－００６３

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

健康の森 健康講座 乳がんで命をなくさないために ～予
防から新しい治療まで～
【対】一般
県民健康センター 副所長 田中 正樹
【申】不要
�� １０月１２日（土）１５：００～１６：００
【料】無料
【会】県民健康センター
【定】６０名
乳がんは日本人女性が最も多くかかるがんです。新しい乳がん診
療ガイドラインをもとに、予防から新しい治療法までお話しします。

第５１回福井赤十字市民公開講座
京都大学大学院 医学研究科 臨床運動器科学研究室
教授 青山 朋樹
�� １０月１９日（土）１３:３０～１６:００
（受付開始は１３：００から）
【会】福井赤十字病院 講堂

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】２００名

「コケない！ボケない！アタマとカラダの同時刺激体操」と題して
簡単な動作を行いながら、ご講演をいただきます。

主催・問合せ・申込先 等

県民健康センター
（公財）福井県健康管理協会
福井市真栗町４７－４８
ＴＥＬ（０７７６）９８－８０００
ＦＡＸ（０７７６）９８－３５０２

福井赤十字病院 医療社会事
業課
福井市月見２－４－１
ＴＥＬ（０７７６）３６－３６３０
ＦＡＸ（０７７６）３６－４１３３
����������������������������

ドイツ語カフェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会事務局 福住 篤
�� １０月２６日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館 １階 交流ラウンジ

【対】ドイツ文化に関心のある
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協
方
【申】不要
会
【料】無料
ＴＥＬ（０８０）６３５４－３２７５
コーヒーを手にドイツを楽しみませんか？情報ｏｎｌｉｎｅ読み！を行
【定】なし
います。

福井古文書を読む会
毎月第２・第４（水） １０月９日（水）、２３日（水) 両日とも
�� １３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社福井総局 ３階
主として郷土の古文書をみんなで輪読する会です。

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
�� １０月２２日（火・祝）１４：００～１６：００
【会】福井県教育センター
中国・日本の漢詩の鑑賞と創作をします。

【対】一般
【申】電話
【料】3,000円／６ヶ月
【定】なし

福井古文書を読む会
福井市新保２－１００９
ＴＥＬ（０７７６）５４－３２１２
ＦＡＸ（０７７６）５４ー３２１２

【対】一般
【申】電話・はがき
【料】2,000円／月
【定】３０名

越風吟社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０
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【坂井地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

＜共催＞
シナプソロジー体操 笑顔で楽しく、脳いきいき！
シナプソロジー認定インストラクター 中田 成裕
１１月３０日（土）１０：００～１１：３０
�� 【会】春江中コミュニティセンター

【対】一般
【申】不要
シナプソロジーって なあに？？『２つのことを同時に行う』『左右で 【料】無料
違う動きをする』など、普段慣れない動きで適度な刺激を与え、脳を 【定】１５０名

主催・問合せ・申込先 等

坂井市生涯学習スポーツ課
坂井市坂井町下新庄１－１
ＴＥＬ（０７７６）５０－３１６２
ＦＡＸ（０７７６）６６－２９３５

活性化させるトレーニングです。子どもからお年寄りまで、どなたで
も気軽に体験できます。中田先生の軽妙なトークで、大笑いしなが
ら脳活しましょう！

＜共催＞
東北アジアから見た桑野遺跡出土の玉玦
香港中文大学 教授 鄧 聰
�� １０月６日（日）１０：３０～１１：３０
【会】あわら市民文化研修センター 大ホール

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
桑野遺跡は出土した石製装身具が国の重要文化財になっている 【定】８０名

あわら市郷土歴史資料館
ＴＥＬ（０７７６）７３－５１５８
ＦＡＸ（０７７６）７３－１０３８
������������������������

北陸有数の縄文時代の遺跡です。その桑野遺跡から出土した資料
を通してこの地域の縄文時代の様子を浮かび上がらせます。

緑の教室 庭木の雪吊り
前福井県造園業協同組合 副理事長 小形 秀夫
�� １１月７日（木）１３：３０～１５：３０
【会】福井県総合グリーンセンター 緑の相談所・園内
マツなどの雪吊りをします。（園内での実演あり）

特集展示 平瀬作五郎 展
１０月４日（金）～１１月２４日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
【会】福井県教育博物館 展示室Ｂ

【対】一般
【申】当日１２：３０～
【料】無料
【定】先着６０名

【対】一般

福井市出身の平瀬作五郎（１８５６－１９２５）は、１８９６（明治２９） 【申】不要
�� 年、世界で初めてイチョウの精子を発見します。これは植物の進化
【料】無料
の過程を解明する画期的な大偉業でした。
【定】なし
今回の特集展示では、平瀬が受賞した学術界最高賞の帝国学士
院恩賜賞メダル、平瀬の大発見を世界に伝えたフランス語の論文と
精巧な図を掲載した「帝国大学理科紀要」等を展示し、平瀬作五郎
の業績を紹介します。詳細は当館ホームページをご覧ください。

秋のイベント ～ゆったり、ほっこり、いやしのひととき～
「コカリナコンサート」
コカリナアンサンブル Ｓｕｎｎｙ Ｓｔｅｐｓ
�� １０月１９日（土）１４：００～１５：００
【会】福井県教育博物館 展示室Ｄ

【対】一般
【申】不要
【料】無料
今年２回目となるコカリナアンサンブル「Ｓｕｎｎｙ Ｓｔｅｐｓ」による「コ 【定】先着４０名

カリナコンサート」を開催します。秋の心地よいさわやかな風が吹く
季節に、コカリナの温かくやさしい音色を楽しんでみませんか。
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福井県総合グリーンセンター
坂井市丸岡町楽間１５－２７－１
ＴＥＬ０７７６－６７－０００２
������������������������

福井県教育総合研究所
教育博物館
坂井市春江町江留上緑８－１
ＴＥＬ（０７７６）５８－２２５０
ＦＡＸ（０７７６）５８－２２５１
������������������������
������������������
������������������

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

パソコン入門講座
嶋崎 忠良 他
毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
�� 【会】高椋コミュニティセンター ３階
初心者向け。パソコンの基礎知識、ワード（文章作成）、エクセル
（表計算）、インターネット、メール、年賀状、デジカメ、その他幅広く
学習します。

パソコン中級講座
道見 英夫 他
�� 毎週 火・木 １８：３０～２０：３０
【会】高椋コミュニティセンター ３階

【対】６５歳以上の方
（ＮＰＯ）いきいきＩＴクラブ
【申】電話
坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
【料】3,000円／月（原則として
ＴＥＬ（０７７６）６６－０８７６
３か月前納）、資料代1,000円
（０９０）４６８８－７１４５
【定】各１５名

ワード、エクセルを使っての納品書や請求書、社内文書や町内の
お知らせなど文書作成、グラフ作成、就職にむけての講座です。

パイロットにチャレンジ！
福井飛行クラブ専属教官 髙橋 英一（事業用操縦士）
１０月１３日（日）１０：００～１２：００
��
【会】福井空港会議室
羽田発小松行きの旅客機を追跡しながら、計器飛行方式による
飛行について学びます。ヒコーキの旅が楽しくなります。

【奥越地区】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】９名

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

参加申込・対象 等

＜共催＞
家族でおもちゃを作ろう ～空気砲と紙コプター～
【対】小学生とその保護者
福井工業専門学校 教授 芳賀 正和、教授 田中 嘉津彦
【申】電話
�� １１月９日（土）１０：００～１１：３０
【料】無料
【会】勝山市教育会館 ３階第３・４研修室
【定】３０組
家族で自宅でも簡単に作れて楽しめる空気砲と紙コプターを作成
します。

（ＮＰＯ）日本災害救援飛行協会
坂井市春江町江留中５０－１－２
福井空港ビル内
ＴＥＬ（０９０）７０８８－３０１２
��������������������

主催・問合せ・申込先 等

勝山市生涯学習課
勝山市元町１－５－６
ＴＥＬ(０７７９)８８－８１１４
ＦＡＸ(０７７９)８８－１１２０

天文教室 秋の星座めぐり
１０月２５日（金）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター 観察棟

【対】小学４年生以上の方（中
学生以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
秋の夜空に見ることができる星座や天体をプラネタリウム(３０分) ９月２５日（水）～１０月２３日
�� で学習した後に、本物の星空を見ながら星座等を観望します（４５
（水）※ただし、定員になり次
分）。また、福井県最大の天体望遠鏡で、その時に見られる天体を
第、受付終了。
詳しく観望します（４５分)。プラネタリウム、望遠鏡、野外とフルコー
スで、解説を聞きながら六呂師高原の美しい星空を楽しむことがで 【料】無料
【定】４０名
福井県自然保護センター
きる教室です。（雨天・曇天決行）
大野市南六呂師１６９－１１－２
ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
里山観察ウォーク 三里浜砂丘の森を歩こう
【対】一般（中学生以下は保 �������������������������
福井県自然観察指導員の会 会員
護者同伴）
１０月２６日（土）１０：００～１５：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【会】三国町黒目 三里浜緩衝緑地
９月２６日（木）～１０月２４日
�� 三里浜砂丘に人工的に造られた森を歩きながら、様々な樹木の
（木）※ただし、定員になり次
種類や特徴を学び、そこにすむ昆虫などを観察します。また、砂丘 第、受付終了。
の森の南側に広がる畑で、一面に咲くラッキョウの花を楽しみなが
【料】５０円（保険料）
ら、栽培農家の方からお話を聞きます。歩く距離は約７㎞です。（少
【定】３０名
雨決行、荒天時１０月２７日（日）に順延）
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
博物館セミナー 化石の産状から当時の植生を読み解く
～中生代の植物を例に～
福井県立恐竜博物館 研究員 湯川 弘一
１０月６日（日）１３：００～１４：３０
�� 【会】】福井県立恐竜博物館 研修室
化石からは、その生物が何かということだけでなく、どこで生きて
いたのかもわかることがあります。化石やその周辺の岩石からどう
いった情報が引き出せるのか、中生代の植物化石を例にして紹介
します。

特別展ツアー 特別展の展示解説第４回
福井県立恐竜博物館 研究員 河部 壮一郎
�� １０月１４日（月・祝）１３：００～１４：００
【会】福井県立恐竜博物館 特別展示室
特別展の内容と展示標本について、分かりやすく解説します。

博物館自然教室 ジュラ紀の植物化石をみよう
福井県立恐竜博物館 研究員 寺田 和雄
１０月２０日（日）１３：００～１５：００
�� 【会】福井県立恐竜博物館 実習室
ジュラ紀の植物化石を実際に観察して、名前をつけて、当時どの
ような植物が生えていて、どんな世界が広がっていたかを想像しま
す。

参加申込・対象 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】５０名

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

【対】小学生以上
【申】往復ハガキ・メール
【料】無料
【定】２０名

博物館セミナー 北陸地方のアンモナイト ～手取層群編
～
福井県立恐竜博物館 研究員 中田 健太郎
１０月２７日（日）１３：００～１４：３０
�� 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール（９月
２７日（金）より受付）
北陸地方は、あまり知られていませんが日本で最もアンモナイト 【料】無料
化石が産出する地域のひとつです。今回はその中でも最大の産出 【定】５０名
地域である手取層群に焦点を絞って多種多様なアンモナイトを紹介
しつつ、それらの発見がなぜ重要なのかについて解説します。

博物館自然教室 ひとかけらの骨が明かす動物の正体
福井県立恐竜博物館 研究員 一島 啓人
１１月３日（日・祝）１３：００～１５：００
�� 【会】福井県立恐竜博物館 実習室

【対】小学生以上
【申】往復ハガキ・メール（１０
月３日（木）より受付）
骨の化石は一部分だけが発見されることがほとんどで、それもバ 【料】無料
ラバラです。一部の骨だけからどのように絶滅動物の正体が突き止
【定】２０名
められるのでしょうか。今生きている動物の骨を使ってクイズ形式で
その基礎を学びます。
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主催・問合せ・申込先 等

福井県立恐竜博物館
勝山市村岡町寺尾５１－１１
ＴＥＬ（０７７９）８８－０００１
ＦＡＸ（０７７９）８８－８７００
���������������������������

【丹南地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

＜共催＞
子どもの思いに寄り添う ～子どもの自尊感情を高めるた
めに～
仁愛大学 教授 森 俊之
�� １０月５日（土）１０：００～１１：３０
【会】越前町生涯学習センター ２階 会議室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
人は自分の思いを他者に認めてもらえることで、自分自身のことを 【定】なし

好きになり、自分らしく健康に生きることができます。自分の子育て
を振り返りながら、子どもの自尊感情を高めるために親としてできる
ことを考えます。

主催・問合せ・申込先 等

越前町生涯学習センター
越前町内郡１３－１９－３
ＴＥＬ（０７７８)３４－２０００
ＦＡＸ（０７７８)３４－２７２０
��������������������������

たのしい園芸講座
秋野菜の仕上げと越冬野菜栽培
蔬菜園芸専門技術員 山口 務
�� １０月９日（水）１３：３０～１５：００
【会】南条文化会館 ２階 会議室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
４月から１１月までの全８回にわたって、野菜栽培のコツを学ぶた 【定】５０名

めの講座を開催します。収穫を目前にした秋野菜の仕上げと、冬を
越す野菜栽培について学びます。

ライフ・ステージフィットネス
～人間関係をスムーズにするコミュニケーション～
健康運動指導士・世界コミュニケーションリ－ダー協会
コーチ 髙橋 有希子
��
１０月９日（水）１９：００～２０：３０
【会】ウォーターランド南条 ２階スタジオ

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【定】５０名
【料】無料

こころもからだにも心地いいコミュニケーションを見つけましょう！
当日は、動きやすく裸足になれる服装でお越しください。

南越前町教育委員会事務局
南越前町牧谷２９‐１５‐１
ＴＥＬ(０７７８)４７‐８００５
ＦＡＸ(０７７８)４７‐７０１０
�������������
�������������������

たのしい園芸講座
野菜の収穫・簡易貯蔵法
蔬菜園芸専門技術員 山口 務
�� １１月６日（水）１３：３０～１５：００
【会】南条文化会館 ２階 会議室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
４月から１１月までの全８回にわたって、野菜栽培のコツを学ぶた 【定】５０名

めの講座を開催します。一年間の集大成ということで、野菜の収穫
方法や簡単な貯蔵方法について学びます。
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

仁愛大学 公開講座
〈宗教教育研究センター特別招待講座〉
若き日の親鸞聖人と恵信尼さま
筑波大学 名誉教授 今井 雅晴
�� １０月１２日（土）１０：００～１１：３０
【会】仁愛大学 B４０７ 講義室

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料
若き日の親鸞聖人と恵信尼さまは、どのような環境の中でいかな 【定】なし

る教育を受け、またいかに人生を進もうとされたのでしょうか。本講
座では、その中から何を学ぶことができるかを見ていきたいと思い
ます。

仁愛大学 公開講座
笑って 笑って ストレス解消
仁愛大学 非常勤講師 山村 惠子
１０月１３日（日）１０：００～１１：３０
【会】鯖江市民ホールつつじ

【対】一般、シニア（６０歳以上
の方）
【申】電話・ホームページ
�� 口は動かすけれど体を動かすことが激減したシニア世代の、健康
【料】無料
寿命を高めるための講座です。笑う門には福来るのことわざ通り、 【定】なし
皆さんにはまず口角を上げ、筋肉を鍛えるコツを指導します。シニア
世代特有の生活や健康不安からの解消の一助になれば幸いです。
＜鯖江市高年大学連携講座＞
※講義４５分＋演習４５分の講座となります。

仁愛大学 公開講座
心をつかむ話し方・きき方 ～コミュニケーション上手をめざ
して～
仁愛大学 非常勤講師 植月 百枝
�� １０月１５日（火）１３：３０～１５：００
【会】あいぱーく今立 中会議室
人と人とのコミュニケーションの基本は、直接「話す」こと、「きく」こ
とです。職場や家庭で、自分の思いをきちんと伝え、理解してもらう
ための話し方を、実習を交えて楽しく学んでいきます。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料
【定】なし

仁愛大学 地域共創センター
越前市大手町３－１－１
ＴＥＬ（０７７８）２７－２０１０
ホームページのトップページ
（ｈｔｔｐ：//www.jindai.ac.jp）から
公開講座のページへ

仁愛大学 公開講座
自宅でできる！健康を保つ食事と運動 ～筋肉をつけて健
康増進！～
仁愛大学 人間生活学部 健康栄養学科 教授 鳴瀬 碧 【対】一般
【申】電話・ホームページ
１０月１７日（木）１９：００～２０：３０
【料】無料
�� 【会】南条文化会館 ２階会議室
いつまでも若々しくアクティブに！生活習慣病に繋がる体力・筋力 【定】先着３０名
低下を予防して、年齢を重ねても健康を保ち、いきいきと暮らすため
の食事と運動の秘訣をお教えします。
＜南越前町教育委員会事務局連携講座＞
※講義４５分＋演習４５分の講座となります。

仁愛大学 公開講座
インターネットの地図を活用しよう
仁愛大学 人間生活学部 子ども教育学科 教授 篭谷 隆 【対】一般
弘
【申】電話・ホームページ
�� １０月２４日（木）１８：３０～２０：３０
【料】無料
【会】仁愛大学 Ｅ２０２ パソコン演習室
【定】先着２０名
パソコンやスマホで利用できるインターネット上の地図について学
びます。基本の検索方法に加えて、少し詳しい機能もつかってみま
す。
※パソコンの基本的な文字入力やマウス操作を行います。

福井工業高等専門学校 高専カフェ
数字からみる身近な経済学
福井工業高等専門学校 一般科目教室 准教授 柳原 祐
治
１０月１１日（金）１８：３０～１９：３０
【対】一般（中学生以上）
【会】福井工業高等専門学校 図書館２階 コミュニティプラ 【申】不要
�� ザ
【料】無料
数学が苦手だったり嫌いだったりする人が多い昨今の世の中です 【定】２０～３０名
が、「数字をみる」ということがいかに大切かというお話をしたいと思
います。数字をみたり比べたりすることにより、身近で大切な経済の
実像が、よくみえてくることがありますので、そのような例をいくつか
紹介したいと思います。直感やイメージに左右されずに、物事を考
えるためのきっかけにして頂ければ幸いです。
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福井工業高等専門学校
鯖江市下司町
ＴＥＬ（０７７８）６２－１８８１
�����������������
�������������������������

【嶺南地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

＜共催＞
子どもの自尊感情を高める
仁愛大学 教授 森 俊之
１０月１９日（土）１０：００～１１：３０
�� 【会】敦賀市生涯学習センター 研修室３

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
良いところも悪いところもすべて含めて、自分らしさとして受け入れ 【定】４０名

られる気持ちのことを自尊感情といい、幸せに生きるために大切な
ものです。子どもの自尊感情を高めるために親としてできることを考
えます。

敦賀市教育委員会生涯学習課
敦賀市東洋町１－１
ＴＥＬ（０７７０）２５－８３１８
ＦＡＸ（０７７０）２２－４５７６
��������������������

＜共催＞
子どもを育てて親も育つ ～Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ Ｐｅｒｆｅｃｔ～
仁愛女子短期大学 教授 松川 恵子
１１月２日（土）１０：００～１１：３０
�� 【会】敦賀市生涯学習センター 研修室３

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
人間という動物は、親が一人で子育てをするようには進化してこな 【定】４０名

かったそうです。誰かに助けを求めてもいいのです。完璧な親など
いないのですから。未来を生きる子どもにどのような力を育てたい
か、一緒に考えてみましょう。

三方五湖自然教室
外来種バスター ブルーギルの捕獲
福井県立大学 教授 富永 修
�� １０月１２日（土）９：００～１２：００
【会】若狭町三方湖周辺（福井県立三方青年の家集合）
船で三方湖へ出て、外来生物のブルーギルを捕獲します。
※荒天中止

海のふれあい教室
秋の砂浜で生きものを探してみよう
福井県立大学 教授 富永 修
１０月１９日（土）９：００～１２：００
��
【会】小浜市西津浜（福県立若狭高等学校海洋キャンパス集
合）
砂浜の生きものを小型の地引網やタモ網で採集して観察します。
※荒天中止

海のふれあい教室
魚の体のしくみを知っておいしく食べよう！
小浜市矢代 角野 惠美子
�� １０月２０日（日）９：３０～１２：３０
【会】福井県海浜自然センター
魚を解剖して体のしくみを学びます。また、魚の美味しさも味わう
ことができます。

海のふれあい教室
ハロウィンナイトアクアリウム 夜の海の生きものを観察しよ
う
�� 元福井県海浜自然センター 飼育員 佐藤 汰樹
１０月２６日（土）１８：３０～２０：３０
【会】福井県海浜自然センター
照明を落とした館内を回り、海の生きものは夜どのように過ごして
いるかを学びます。

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】２００円
【定】３０名

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】４０名

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円、魚１尾４００円
【定】２０名

福井県海浜自然センター
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
�������������������������

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】５０名
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

エントランス展 大人の陶芸講座 作品展
９月６日（金）～１０月１４日（月・祝）
�� 【会】福井県立若狭歴史博物館 エントランス

【対】一般
【申】不要
【料】無料
５月に開催した「大人の陶芸講座」で制作された作品を、写真パネ
【定】なし

ルで紹介します。

リニューアル５周年記念特別展 海と山の美しもの ～食が 【対】一般
【申】不要
つなぐ若狭と都～
【料】５００円（高校生・大学生
１０月５日（土）～１１月４日（月・振替）
��
４００円、小学生・中学生３００
【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
食の歴史をたどりながら、若狭と京都や奈良といった都とのつな 円）
福井県立若狭歴史博物館
がりを紹介します。
【定】なし
小浜市遠敷２－１０４
特別展記念講演 若狭の海から天皇の食卓へ
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
【対】一般
東京女子大学 教授 佐藤 全敏
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
【申】不要
１０月６日（日）１３：３０～１５：００
��
【料】無料
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂
平安時代、天皇の食卓に若狭からどのような食材が運ばれてい 【定】なし
たかを考えます。

特別展記念講座 生間流式庖丁の実演
萬亀楼のみなさま
１０月２０日（日）１４：００～１５：００
��
【会】福井県立若狭歴史博物館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
平安時代から続く食の儀式「式庖丁」を、京都の料亭・萬亀楼のみ 【定】なし

なさんに実演していただきます。

特別展 「おくのほそ道」３３０年の旅
９月１３日（金）～１０月２０日（日）１０：００～１７：００
（休館日 ９月３０日（月）、１０月７日（月））
�� 【会】敦賀市立博物館 ２・３階展示室
松尾芭蕉が「おくのほそ道」の題材とした東北北陸行脚の旅より
３３０年を記念して、敦賀に残る所縁の資料と敦賀の俳諧人による
芭蕉顕彰の足跡などを紹介します。

企画展 明治の郷土画家・内海吉堂
１０月２４日（木）～１１月２８日（木）１０：００～１７：００
�� (休館日 毎週月曜日（１１月４日は開館）、１１月５日（火））
【会】敦賀市立博物館 ２・３階展示室
敦賀出身の日本画家・内海吉堂の作品を中心に展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし
【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

２０１９年度みはま土曜歴文講座
第８回講座 道端の石造物を見て歩くⅡ ～道標を巡る～
美浜町歴史文化館 学芸員 松葉 竜司
�� １１月２３日（土・祝）８：３０～１３：００
【会】美浜町歴史文化館集合 美浜町新庄、若狭町など

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール（１１
月２０日（水）まで）
【料】無料
「石造物を見て歩く」シリーズの２回目は西国三十三所巡礼路にま
【定】２５名

つわる若狭と近江の道標を巡る現地探訪です。
※美浜町歴史文化館からバスで移動。少雨決行（荒天中止）。

福井県委託事業 くらしの講座
あの手この手の消費者トラブル
～落語で楽しく学びま笑～
はやおき亭貞九郎
�� １０月４日（金）１３：３０～１５：００
【会】わかさ国府の郷 四季菜館 会議室

【対】一般
【申】電話・ホームページ
１０月３日（木）まで
【料】無料
最新の消費者トラブルの手口について落語で楽しく学びましょう！ 【定】５０名

敦賀市立博物館
敦賀市相生町７－８
ＴＥＬ（０７７０）２５－７０３３
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１３１
������������������

美浜町歴史文化館
美浜町河原市８－８
ＴＥＬ（０７７０）３２－００２７
ＦＡＸ（０７７０）３２－０６１５
��������������������
������������

(公社）ふくい・くらしの研究所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
����������������������

成年年齢が１８歳に引き下げられます。トラブルに巻き込まれない
ために、地域や家庭の場において今から心構えをしておきましょう。

鉄道カフェ 明治の鉄道トンネル建設の意義 ～江戸時代
の技術が息づくトンネル群～
福井工業高等専門学校 名誉教授 武井 幸久
�� １０月１９日（土）１３：３０～１５：００
【会】敦賀鉄道資料館（旧敦賀港駅舎） ２階

【対】一般
【申】電話
【料】５００円（資料代等）
明治初期の鉄道トンネル建設は、日本の江戸時代からの石工等 【定】先着２５名

の技術と西洋の新しい工法を融合させてできあがったものであるこ
と等を解説します。
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観光ボランティアガイドつるが
敦賀市港町１-２５
敦賀鉄道資料館内
ＴＥＬ（０７７０）２１－００５６
ＦＡＸ（０７７０）２１－００５６

【発行】福井ライフ・アカデミー本部� 〒�������� 福井市下六条町 ���� 福井県生活学習館（ユー・アイ� ふくい）内� � �����������������

�
しつ
きかく
ふくい
けんりつ
としょかん
�
�
�
かいかん じかん
� 月��� 日（土）～�� 月 � 日（月・振替）開館時間�
�
会 場 ：福井県立図書館� 子ども室�
�
対 象 ：小学生以下�
�
定員：なし�
�
料金：無料�
�
申込：電話・メール・カウンター�
�
問合せ：福井県立図書館�
�
福井市下馬町 ������
�
������������������
�
メール�
tosyokan@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ�
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/�
�
�
�
ひこうき
つく
� もけい
�
� � 日（土）�� 時～�� 時 �� 分�
�� 月
会 場�：福井工業大学� 金井講堂�
対 象�：小学生とその保護者�
�
定員：��組
�
�
料金：無料�
申込�：電話・���・メール・郵送�
�
問合せ：福井
工業大学� 地域連携研究推進センター�
�
福井市学園
������
�
������������������
�
������������������
メール
� shakai-u@fukui-ut.ac.jp�
ホームページ� http://www.fukui-ut.ac.jp/school_lecture/�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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子ども室企画「福井県立図書館で
ウォーリーをさがそう！」
か い じょう

た い しょう
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しょうがくせい
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りょうきん
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模型飛行機作りにチャレンジ
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た い しょう

ていいん

りょうきん

もうしこみ

といあわ

ふくい こうぎょう だいがく
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としょかん

会 場 ：仁愛大学附属図書館� ラーニング・コモンズ�
た い しょう

おやこ

さいじ

ほごしゃ

対 象 ：親子（�～�歳児とその保護者）�
ていいん
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めい

定員：各回先着��名� �
りょうきん

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

でんわ

申込：電話・ホームページ�
じんあい だいがく
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ちいききょうそう

問合せ：仁愛大学� 地域共創センター�
越前市大手町 ������
������������������
ホームページ� http://www.jindai.ac.jp�
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ひかり

まんげきょう

つく

あそ

光の万華鏡を作って遊ぼう
ちすい

こうどう

きねんかん

がつ

おやこ

こうさく じっけん きょうしつ

治水記念館１０月親子工作実験教室�
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でんわ

ふくい こうぎょう だいがく

ゆうそう
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� 申込み多数の時は午後も開催�
もうしこ

か い じょう

ふくいし

ちすい

たすう

とき

ごご

かいさい

きねんかん

会 場 ：福井市治水記念館�
た い しょう

さい

しょうがくせい

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学生の子どもと保護者�
ていいん

せんちゃく

かぞく

定員：先着��家族�
りょうきん

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

でんわ

申込：電話・メール�
といあわ

ふくいし

ちすい

きねんかん

問合せ：福井市治水記念館�
� 福井市種池 ������
������������������
メール� chisui@mx2.fctv.ne.jp�
ホームページ� http://www2.fctv.ne.jp/~chisui�
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�
こうき
ぶどう
がくえん
�
� 日（日）～� 月 �� 日（日）�
�� 月 �
�
��回コース：柔道
・剣道・空手道・なぎなた夜�
�
��回コース：銃
剣道・相撲・なぎなた昼�
� １年生以上�
対 象 ：小学
�
定員：各教室
によって異なる�
� コース �����円� ��回コース �����円�
料金：��回
�
（��
月 � 日以降の料金）�
�
スポーツ安全保険料等�
� せ・申込さき
会場・問合
先：福井県立武道館�
�
福井市三ツ屋町 ������
�
������������������
�
������������������
� budoukan@pref.fukui.lg.jp�
メール�
�
ホームページ�
http://www.pref.fukui.jp/doc/budoukan/�
�
�
�
たこ
ひこう
えんぎ
�
�
�� 月 �� 日（土）� 時 �� 分～�� 時 �� 分�
�
うてん じ
へんこう
※雨天時は �� 月 �� 日（土）に変更�
�

かい

おひざでだっこの会

後期 武道学園

かい

じゅうどう

かい

じゅう けんどう

た い しょう

ていいん

りょうきん

しょうがく

けんどう

からて どう

よる

すもう

こと

かい

えん

かい

えん

あんぜん ほけんりょう など

かいじょう

といあわ

もうしこみ

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

スポーツカイト（凧）づくりと飛行演技

か い じょう

ほんかん

しょうがくせい

しょうがく

ねんせい

いか

せんちゃく

ふくい

けんりつ

としょかん

た い しょう

こ� � � �

さいじ

ていいん

かくかい

りょうきん

むりょう

もうしこみ

でんわ

しつ

へや

ほごしゃ

くみ

ふくい

といあわ

けんりつ

としょかん

福井市下馬町 ������
������������������
メール� tosyokan@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ� https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/�

てつがく

こどものための哲学
ｉｎとしょかん～秋～
あき

なぜ、ウソをついてはいけないの？�
か い じょう

た い しょう
ほごしゃ

ふくい

けんりつ

としょかん

こ� � � �

しつ

へや

しょうがく � � ねんせい いじょう ちゅうがくせい

対 象 ：小学４年生以上中学生まで�

どうはん

�年生以下は保護者同伴）�
（小学
�

ていいん

めい ていど

りょうきん

むりょう

定員：��名程度� � 料金：無料�

めい

定員：先着
� ��名� � �

もうしこみ

でんわ

申込：電話・メール・カウンター�

むりょう

料金�：無料� � �

ふくい

といあわ

けんりつ

としょかん

問合せ：福井県立図書館�

もうしこみ

申込：ホームページ�
といあわ

か い じょう

会 場 ：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�

ちゅうがくせい

対 象 ：小学生
、中学生�
�

りょうきん

さいじ

�� 時～�� 時 �� 分（�・�・�歳児）�
会場：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�
対象：�・�・�歳児とその保護者�
定員：各回��組� � �
料金：無料�
申込：電話・メール・カウンター�
問合せ：福井県立図書館�

�� 月 �� 日（日）�� 時 �� 分～�� 時�

かい

本館
� �階� �� ＬＡＢ�

ていいん

さいじ

�� 時～�� 時 �� 分（�歳児）�

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

会 場 ：福井
工業高等専門学校�
�
た い しょう

�� 月 � 日（水）
、�� 日（水）�

ひる

ねんせい いじょう

かくきょうしつ

えほん

絵本・わらべうた�

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

そうむか

そうむ

ちいき れんけいかかり

問合せ：福井工業高等専門学校� 総務課総務・地域連携係�
鯖江市下司町�
������������������ � ������������������

福井市下馬町 ������
������������������
メール� tosyokan@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ� https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/�

メール� hyouka@fukui-nct.ac.jp
ホームページ� http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/�

しょうがくせい

かい

あき

小学生のための秋のおはなし会
�� 月 �� 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
か い じょう

ふくい

けんりつ

としょかん

こ� � � �

しつ

へや

会 場 ：福井県立図書館� 子ども室おはなしの部屋�
た い しょう

しょうがくせい

けんりつ

わかさ

れきし

はくぶつかん

しょうがくせい

ねんせい

いか

ほごしゃ

どうはん

めい

せんちゃく

えん

料金：���円�
もうしこみ
けんりつ

としょかん

問合せ：福井県立図書館�
福井市下馬町 ������
������������������
メール� tosyokan@pref.fukui.lg.jp�
ホームページ� https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/�
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ふくい

りょうきん

ふよう

ふくい

か い じょう

会 場 ：福井県立若狭歴史博物館�
定員：先着��名�

むりょう

申込：不要�
といあわ

�� 月 �� 日（日）�� 時 �� 分～�� 時�

ていいん

料金：無料�
もうしこみ

つく

対 象 ：小学生（�年生以下は保護者同伴）�

めい

定員：��名� � �
りょうきん

かし

古代のお菓子を作ってみよう！
た い しょう

対 象 ：小学生�
ていいん

こだい

でんわ

まどぐち

うけつけ

申込：電話・窓口（受付：� 月 �� 日（火）～）�
といあわ

ふくい

けんりつ

わかさ

れきし

はくぶつかん

問合せ：福井県立若狭歴史博物館�
小浜市遠敷 � 丁目 ����
������������������
ホームページ� �
https://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/event/detail/post-484.php�

きかく

ウェルカム！こども企画

かい

おひざでだっこの会

かい

�� 月 �� 日（水）�� 時 �� 分～�� 時�
か い じょう

ふくい

けんりつ

わかさ

�� 月 �� 日（土）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分�

としょ がくしゅう

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター�

か い じょう

さいじ

た い しょう

ほごしゃ

こうどう

かい

めい

めい

じぜん もうしこみ ひつよう

� � � バルーンアート体験��名（事前申込必要）�

でんわ

りょうきん

まどぐち

けんりつ

わかさ

かい むりょう

料金：おはなし会無料�

申込：電話・窓口�
ふくい

けんしゅうしつ

ほごしゃ

たいけん

むりょう

といあわ

としょ がくしゅう

定員：おはなし会��名�

料金：無料�
もうしこみ

わかさ

じどう

ていいん

くみ

定員：��組�
りょうきん

けんりつ

ようじ

対 象 ：幼児・児童とその保護者�

対 象 ：�・�・�歳児とその保護者�
ていいん

ふくい

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター� 研修室・講堂�

� ミーティングルーム�
た い しょう

たいけん

おはなし会＆バルーンアート体験

たいけん

としょ がくしゅう

えん

ふうせんだい

� � � バルーンアート体験���円（風船代）�

問合せ：福井県立若狭図書学習センター�

うけつけ

かい とうじつ

じ

小浜市南川町 �����

受付：おはなし会当日��時から�

������������������

� � � バルーンアート体験は定員に満たない場合当日も受付�

たいけん

ふくい

といあわ

けんりつ

わかさ

ていいん

み

ばあい

とうじつ

うけつけ

としょ がくしゅう

問合せ：福井県立若狭図書学習センター�
小浜市南川町 �����
������������������

うご

たいけん

ロボットを動かすプログラミング体験�

こころ

心を育むわらべうたあそび

�� 月 �� 日（土）� 時～�� 時 �� 分�
か い じょう

�� 月 �� 日（金）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分�

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

会 場 ：福井工業高等専門学校� �
そうごう じょうほう しょり

だい

えんしゅうしつ

か い じょう

総合情報処理センター� 第�演習室�
た い しょう

ちゅうがくせい

せんちゃく

た い しょう

ていいん

りょうきん

料金：無料� � �

く

おやこ

さいじ

ほごしゃ

せんちゃく

くみ

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

申込：ホームページ�
ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

ら

定員：先着２�組� �

むりょう

もうしこみ

といあわ

えほんかん

対 象 ：親子（０～�歳児とその保護者）�

めい

定員：先着��名� � �
りょうきん

えちぜんし

会 場 ：越前市かこさとしふるさと絵本館「石石」�

対 象 ：中学生�
ていいん

はぐく

そうむか

そうむ

ちいき れんけいかかり

問合せ：福井工業高等専門学校� 総務課総務・地域連携係�

でんわ

申込：電話・ホームページ�
といあわ

じんあい だいがく

ちいききょうそう

問合せ：仁愛大学� 地域共創センター�

鯖江市下司町�

越前市大手町 ������

������������������ � �
������������������
メール� hyouka@fukui-nct.ac.jp

������������������
ホームページ� http://www.jindai.ac.jp�

ホームページ� http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/�

おやこ

にじいろ

親子のための虹色コンサート
～ジンタン、タンタタン♪～�
�� 月 � 日（日）�� 時 �� 分～�� 時 �� 分�
か い じょう

じんあい

じょし

たんき

だいがく

えんしゅうしつ

会 場 ：仁愛女子短期大学� ����演習室�
た い しょう

さいじ

ほごしゃ

対 象 ：�・�歳児とその保護者�
ていいん

くみ

めい

定員：��組��名�
りょうきん

むりょう

料金：無料�
もうしこみ

でんわ

申込：電話・���・メール（�� 月 �� 日（金）まで）�
といあわ

じんあい

じょし

たんき

だいがく

にゅうがく

ちいき

しえんか

問合せ：仁愛女子短期大学� 入学・地域支援課�
福井市天池町 �������
������������������
������������������
メール� jissen@jin-ai.ac.jp�
ホームページ� http://www.jin-ai.ac.jp�
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ちゅうがくせい

あそ

た

こうせん

がつ

おやこ

こうさく じっけん きょうしつ

治水記念館１１月親子工作実験教室
�� 月 �� 日（日）�� 時～�� 時 �� 分
� � � � 申込み多数の時は午後も開催�
もうしこ

か い じょう

ふくいし

ちすい

たすう

とき

きねんかん

さい

しょうがくせい

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学生の子どもと保護者�
ていいん

せんちゃく

かぞく

定員：先着��家族� � �
りょうきん

むりょう

でんわ

申込：電話・メール（�� 月 �� 日（水）から）�
といあわ

ふくいし

ちすい

か い じょう

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

せんこうかとう

ちゅうがく

ていいん

せんちゃく

りょうきん

むりょう

かい

こうぎしつ

ねんせい

めい

もうしこみ

料金：無料� � �
もうしこみ

かいさい

�� 月 �� 日（土）
、�� 日（日）�
各 �� 時～�� 時�
会場：福井工業高等専門学校� �
専攻科棟�階� 講義室��
対象：中学�年生� �
定員：先着��名� � �
料金：無料�
申込：ホームページ�
た い しょう

会 場 ：福井市治水記念館�
た い しょう

ごご

まな

にゅうし もんだい

-高専の入試問題で学ぼう-

ドングリを食べよう
きねんかん

こうざ

中学生のための理科講座2019

ドングリで遊ぼう
ちすい

りか

といあわ

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

そうむか

そうむ

ちいき れんけいかかり

問合せ：福井工業高等専門学校� 総務課総務・地域連携係�

きねんかん

問合せ：福井市治水記念館�

鯖江市下司町�

� 福井市種池 ������

������������������ � �
������������������
メール� hyouka@fukui-nct.ac.jp

������������������
メール� chisui@mx2.fctv.ne.jp�
ホームページ� http://www2.fctv.ne.jp/~chisui�

ホームページ� http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/�

りか

ふしぎ びっくり！理科ワールド
ちすい

きねんかん

がつ

おやこ

こうさく じっけん きょうしつ

治水記念館１２月親子工作実験教室
�� 月 � 日（日）�� 時～�� 時 �� 分�
� 申込み多数の時は午後も開催�
もうしこ

か い じょう

ふくいし

ちすい

たすう

とき

ごご

きねんかん

会 場 ：福井市治水記念館�
た い しょう

さい

しょうがくせい

こ

ほごしゃ

対 象 ：�歳～小学生の子どもと保護者�
ていいん

せんちゃく

かぞく

定員：先着��家族� � �
りょうきん

むりょう

料金：無料� � �
もうしこみ

でんわ

申込：電話・メール（�� 月 �� 日（水）から）�
といあわ

ふくいし

ちすい

きねんかん

問合せ：福井市治水記念館�
� 福井市種池 ������
������������������
メール� chisui@mx2.fctv.ne.jp�
ホームページ� http://www2.fctv.ne.jp/~chisui�

�
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【子ども用「受講カード」のお問合せ・お申込み】� � 福井ライフ・アカデミー本部�
福井県生活学習館（ユー・アイ�ふくい）� �〒��������� 福井市下六条町 ����� � ������������������������������������
福井県立若狭図書学習センター� � � � � � 〒��������� 小浜市南川町 ����� � �������������������������������������

かいさい

�

お問合せ・お申込み�

福井ライフ・アカデミー本部�
０７７６－４１－４２０６�
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+

会場 福井県生活学習館（ユー・アイふくい）
１Ｆ ギャラリーＡ
福井市下六条町１４－１
平成 27 年 10 月～29 年 9 月発行の雑誌を配布します。
※汚損等により廃棄したものがあるため、全ての発行号がそろっているとは限りません。
・ご希望の雑誌を各自で持って帰っていただきます。
・先着順ですので、電話等によるお取り置きはしません。
・お一人様１０冊以内（同タイトルは５冊以内）を目安に
お持ち帰りください。
・エコバッグ等の袋をご持参ください。

お問合せ
福井県生涯学習センター
0776-41-4206

今回の配布予定雑誌（＊付録はありません。English Journal のみ CD 付き。）

※上記リスト以外に、同タイトルの別冊、臨時増刊号も配布予定です。
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福井ライフ・アカデミー� ゆー・あいカレッジ

１０月� 講演・講座一覧�
日

月

火

水

2

1

木

3

金

土

4

5

◇こころの相談 �
� � � ������～�����

◇創業相談� ����～�����

6

8

7

●ふるさと未来講座�
「芸術・文化」①�

9

10

11

12

18

19

休館日

「ダンスで心をひとつに�
～作品創りと踊る楽しさ～」�

� � � � � ������～������
◇ひとり親就業相談�
������～�����（要予約）
◇福祉人材就業相談�
������～�����（要予約）

13

14
（体育の日）�

●ふるさと未来講座�
� 「地域づくり」①�
「たった一人からでも�
� � � � � 地域は変わる�

15

16

17

休館日

★キャリアアップ応援講座�
「あなたの笑顔、�
����相手に届いてますか？�
～表情トレーニングで�
手に入れる����������～」�
�� � � � ������～������

～まちを担う人財が次々と�
� � 生まれ育つ場づくり～」

�
� � � � � �����～������ � �

◇創業相談� ����～�����

20

21

休館日

休館日

22
（即位礼正殿の儀）�

若狭図書学習センター
開館日�

23

24
開館日�

若狭図書�
学習センター�
図書フロア休み

「自動運転の実用化に�
�向けた永平寺町の取組み」�
� � � � � �����～������

28

29

30

休館日

� このカレンダーには、「ユー・アイ� ふくい」「若狭図書学習センター」で
今月開催予定のおもな行事を記載してあります。�
� � � 印は次の講演や講座などを表しています。�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

26

休館日

●(若)ふるさと未来講座
「現代社会」①�

27

25

●ゆうあいシアター④� ●ゆうあいシアター④�
◇ひとり親就業相談�
������～�����（要予約） ドキュメンタリー「兼子」�ドキュメンタリー「兼子」�
� 第１回� �����～������ � 第３回� �����～������
若狭図書学習センター ◇福祉人材就業相談�
������～�����（要予約） � 第２回� �����～������ � 第４回� �����～������

●� ��…福井ライフ・アカデミー�
●(若)…若狭図書学習センターでの講座�
★� ��…ゆー・あいカレッジ�
◇� ��…女性活躍支援センター・女性総合相談�
◆� ��…その他�

� � � � � � � � ※講座は、順次追加や変更があります。

31

◇法律相談 �����～�����

������ ���������������������������

��
（講演３０分、ワークショップ６０分）

�� �
CAT-A-TAC/コンドルズ

��������

�� ����������������������
���������������
�����������������������������

福井県生活学習館

ユー・アイ ふくい

福井県立

お問合せ・お申込み
福井ライフ・アカデミー本部
０７７６－４１－４２０６

若狭図書学習センター

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

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

開館時間／９：00～19：00（土・日・休日は 18：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・休日の翌日（土・日・休日を除く）
年末年始（毎月第 4 木曜日および蔵書点検期間は 2 階
図書フロアのみ休館）
交
通／ＪＲ小浜駅から徒歩15分

開館時間／９：00～21：00（情報ルームは 20：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・第３日曜日・休日の翌日
（土・日・休日を除く）・年末年始（12/28～1/4）
交
通／福井駅東口からフレンドリーバス 13 分（無料）
生活学習館前下車 徒歩 1 分

Ｊ
Ｒ
福
井
駅

フレンドリーバス
福井駅東口バス停

南川大橋
大野→

８

福井
I.C

158
郵福
便井
局南

小浜市民
体育館
健康管理
センター

南

足羽川

福 井 県 立
若 狭 図 書
学習センター

県立図書館

赤十字前

花堂

小浜
I.C

若狭高校
グラウンド

県庁

越
前
花
堂
駅

川

県産業会館
フレンドリー
バス停

福
井
鉄
道

N

Ｐ

小浜小学校

関西電力 Loove

小浜警察署

Ｐ
Ｐ

ベル

県
中
産
大

センター案内板

ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館）

国道27号線

湯岡橋

←至舞鶴

至敦賀→

※ＪＲ小浜駅から徒歩15分程度かかります

公共交通機関のご利用とアイドリング ストップにご協力ください。
発

行

福井ライフ・アカデミー本部
（福井県生涯学習センター）

の情報は
講座
まなびぃネットふくい

で検索を！

