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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
○地方創生でリッチになろう！
○ゆうあいシアター「冬休みこどもシアター」

福井ライフ・アカデミー本部
写真：南越前町 今庄365スキー場

�
�

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�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

●１２、１月の講座情報�

●１２、１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

【１２ 月】
ふるさと未来講座「地域づくり」②

日時

１２月１８日（水）
１４：００～１５：３０

『地方創生でリッチになろう！』

講師 総務省地域力創造アドバイザー
ふるさと財団地域再生マネージャー

小島 慶藏
地方創生は若者、高齢者、初心者でも
本質を理解すれば、楽しみながらリッチに
大きな成果実績を出せるものです。産・官・
学・国の外部人材専門家は支援する立場
で、主役は地域住民です。大自然をテーマ
にヒト・モノ・カネ・夢・情報を地域内に呼び
込む普遍的内容、発想方法、勉強会、人
材育成についてお話しいただきます。

ゆうあいシアター⑤

定員 ６０名

上映日

１２月２１日（土）・２２日（日）

冬休みこどもシアター
上映スケジュール
上映作品
「かさこじぞう」
「大造じいさんとガン」
「風のように」

第１回…２１日（土）１０：００～１１：２５
第２回…２１日（土）１４：００～１５：２５
第３回…２２日（日）１０：００～１１：２５
第４回…２２日（日）１４：００～１５：２５
各回とも、３作品を通して上映いたします。
風のように（４２分）

定員 各回６０名
入場無料

かさこじぞう（１３分）

大造じいさんとガン（２０分）
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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

【１ 月】
ふるさと未来講座「歴史」②

日時

１月２９日（水）
１４：００～１５：３０

『明智光秀の越前時代を追う』

講師 静岡大学名誉教授 文学博士
（公財）日本城郭協会 理事長
明智光秀の前半生は謎だらけですが、越
前時代から少しずつ史料によって動向がわ
かってきます。
朝倉義景に仕えるようになったいきさつ、ま
た、一乗谷に転がり込んできた足利義昭・細
川藤孝との関係や、織田信長との交渉に光
秀がどうかかわったのかについてお話しいた
だきます。

小和田 哲男
定員 ２００名

主催が「生活学習館（ユー・アイ ふくい）」の場合
【問合せ先】
〒918-8135 福井市下六条町14-1
TEL 0776-41-4206
FAX 0776-41-4201
メール：�������������������������

【FAX・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 ）
●ゆうあいシアターのみ希望される回

【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」のお申込みは、②～⑤の方法で受付けております。
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� ※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】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

写真展 越前海岸のくらし
１１月２８日（木）～令和２年２月２５日（火）
� 【会】福井県立歴史博物館 エントランス
昭和４０年代の越前海岸での生活の様子（漁など）を撮影した写
真を紹介します。

【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

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
【料】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障がい者手帳等
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】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障がい者手帳等
をお持ちの方とその介護者１
戦国城下町一乗谷から出土した様々な種類の木製品をとおして、
名は無料）
適材適所な木の利用について紹介します。
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
【定】なし
料館
福井市安波賀町４－１０
ＴＥＬ（０７７６）４１－２３０１
特別公開展 越前朝倉物語 ～一乗谷にまつわる物語と伝 【対】一般
ＦＡＸ（０７７６）４１－２４９４
説～
������������������������
【申】不要
１２月１９日(木)～令和２年４月２１日(火)９：００～１７：００
【料】１００円（高校生以下、
� （入館は１６：３０まで）
７０歳以上、障がい者手帳等
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
をお持ちの方とその介護者１
朝倉氏と一乗谷にまつわる物語や伝説、朝倉子孫伝承などを取り
名は無料）
上げながら、朝倉氏ゆかりの刀剣や遺宝を紹介します。
【定】なし
展示解説 １２月２２日（日）１４：００～１４：３０
特別公開展 戦国城下町一乗谷における木の利用
１１月１６日（土）～１２月１５日（日）９：００～１７：００
（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
１２月１８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。
※途中の入室はできませんのでご了承ください。

【対】７０歳以上の方
【申】不要
【料】無料
【定】先着１５名

福井県立図書館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０

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 「ふるさと秋じまん」
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

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
���������������������������

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。
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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
吉村昭展・関連イベント
文学キネマ「密会」
� １２月８日（日）１３:３０～１４:５０
【会】福井県ふるさと文学館 映像ルーム
吉村昭原作の「密会」を上映します。

創作講座 川柳
川柳家 村田 繁一
� １２月１５日（日）１４:００～１５:３０
【会】福井県立図書館 研修室
基礎的な川柳の作り方の講義および質疑応答を行います。

参加申込・対象 等
【対】一般
【申】当日１２：００よりふるさと
文学館カウンターで整理券を
配布します
【料】無料
【定】先着４０名
【対】一般
【申】ふるさと文学館カウン
ター・電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

【対】一般
【申】不要
【料】無料
福井の冬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

特集展示 ふくいの冬を描いた文学（仮）
１２月２０日（金）～令和２年３月２５日（水）
��
【会】福井県ふるさと文学館

特集展示 ようこそ文学館へ（仮）
１２月２０日（金）～令和２年４月５日（日）
��
【会】福井県ふるさと文学館
令和元年に当館に来館した作家のメッセージを紹介します。

福井県立大学 公開講座
自尊感情回復講座 ～気持ちがラクになるコミュニケーショ
ン術～
第２回 ファシリテーション講座
福井県立大学 看護福祉学部 教授 北 明美、オフィス
「想」ネットワーク主宰 中野 満知子
�� １日目 １１月３０日（土）１３：００～１７：３０
２日目 １２月１日（日）１０：００～１７：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
� 「伝わるように、伝えられる」力をつけると、人間関係は劇的に改

主催・問合せ・申込先 等

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
���������������������������

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

【対】一般（大学生以上）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

善し、自尊感情も確立していきます。そのためのコミュニケーション・
スキルをエンターテイメント型・参加型トレーニングで楽しく学びま
しょう。

福井県立大学 公開講座
ヨーロッパ中世の文化と生活 ～名著を読む ホイジンガ「中
世の秋」～
福井県立大学 非常勤講師 近藤 壽良
【対】大学生以上
１２月４日（水）１９：００～２１：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
�� 【会】ハピリン２階 福福小屋
前期では、初版が刊行されてから今年で100年になるホイジンガ 【料】無料
の『中世の秋』の成立と意義を考察し、中世後期の世界を探訪しま 【定】３０名
した。後期は、『中世の秋』の具体的な読解、とりわけ重要な最後の
3章(「絵と言葉」、「言葉と絵」、「新しい形式の到来」）を精読し、ホイ
ジンガが描こうとした『中世の秋』の世界を再現することを試みま
す。

福井県立大学 公開講座
介護施設における高齢者虐待・不適切なケアの防止を考え
る ～施設ケアマネジメントの観点から～
福井県立大学 看護福祉学部 教授 奥西 栄介
第２回１２月７日（土） 第３回１２月１４日（土）
【対】専門分野関係者
各回１０：３０～１７：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
�� 【会】福井県立大学永平寺キャンパス 多目的ホール
施設ケアマネジメントの観点から介護施設における施設内虐待や 【料】無料
不適切なケアの防止について、ワークショップ形式で考えていきま 【定】各回２０名
す。事例研究、啓発ビデオ、シナリオロールを用いたグループ検討、
さらに第３回目はセルフネグレクトへの対応を先進的に取り組んで
おられる河合美千代氏をお迎えしてセルフネグレクト事例の理解と
アプローチについて講義していただき参加者とディスカッションしま
す。
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福井県立大学（永平寺キャンパ
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０００
�����������������

【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

福井県立大学 公開講座
食べること・飲み込むこと ～誤嚥性肺炎の予防法～【食事
編】
【共催】福井県歯科医師会、福井県栄養士会、福井県立病
院 【コーディネーター】福井県立大学 看護福祉学部 准教
授 成田 光江
�� １２月８日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立大学永平寺キャンパス 地域経済研究所

【対】一般（ご自宅で介護され
ている方など）・専門分野関
係者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名
私達が生活する地域には、乳幼児から高齢者まで、障害や疾病 【備】「ユニバーサルデザイン
など様々な要因から、在宅で療育・療養が必要な方々がたくさんい フード」の試食を予定していま
ます。この講座では、そうした全年代・全領域のケアが必要な人々
す。
をサポートするご家族の方や専門職の方等を対象に、口腔ケアを
実際に体験する演習を行う事で、誤嚥や誤嚥性肺炎の予防につな
げます。

福井県立大学 公開講座
福井の企業と社長のリアル ―中小企業の新たなチャレン
ジ―
【コーディネーター】
福井県立大学 経済学部 教授 山﨑 茂雄、福井県立大
学 経済学部 准教授 田中 求之
第３回 ＺＥＮの食文化を進化させ、世界に発信する
有限会社幸伸食品 代表取締役社長 久保 透
１２月１４日（土）１３：４５～１５：１５
�� 第４回 夢実現のために覚悟を決めて挑戦を
山耕株式会社 代表取締役社長 山田 耕一郎
１２月１４日（土）１５：４５～１７：１５
【会】アオッサ７階 Ｆスクエア内 ７０６・７０７研修室
繊維産業、眼鏡産業等の「地場産業」をはじめとする中小企業が
多く集積する「モノづくり」の県、福井。出身地別の社長輩出率ラン
キングでも全国１位に輝いています。しかし今、県内の中小企業
は、後継者不足や海外企業との競争など、様々な課題に直面して
います。この講座では、実際に起業や事業承継により会社を経営さ
れている方々を講師に、福井の企業が置かれている現状と未来へ
とつながる新たな可能性について、実体験も交えながらお話しいた
だきます。

【対】大学生・一般（２０～４０
歳代の後継ぎ候補者および
起業を目指す方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【備考】
■県内大学生向けの一般教
育科目を一部一般公開する 福井県立大学（永平寺キャンパ
形で開講します。
ス）
永平寺町松岡兼定島４－１－１
■講座は事前申込み制で
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
す。受付状況と会場の席数を ＦＡＸ（０７７６）６１－６０００
踏まえて申込みを締め切らせ �����������������
ていただきますので、お早め
にお申込みください。
■この講座は「実際に事業承
継や起業を考えている方やそ
れらの分野に興味がある方
（２０～４０歳代）」のみ対象と
しています。
■第５回は大学生の受講生
を交えたグループワーク形式
で開講します。

福井県立大学 公開講座
高校生のための看護学入門講座
福井県立大学 看護福祉学部 教授 笠井 恭子
【対】高校生
１２月２２日（日）１３：００～１６：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
�� 【会】福井県立大学永平寺キャンパス 共通講義棟 １０６教
【料】無料
室
【定】２０名
ナイチンゲールに関する資料をもとに看護とは何かを皆さんと一
緒に考えたいと思います。本講座が高校生の皆さまにとって看護学
への関心を深める機会になればと思います。

ストローとクリップでつくる立体「コテトラ」ワークショップ！
福井工業大学 建築土木工学科 准教授 清水 俊貴
１２月１４日（土）１０：００～１２：００
��
【会】福井工業大学 大学６号館 １階 プロジェクトルーム

【対】一般、小中高生（小学生
は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・郵送
【料】無料
ストローとゼムクリップにて多面体を基本に立体造形をつくって遊
【定】２０名

ぶワークショップです。

福井工業大学 地域連携研究
推進センター
福井市学園３－６－１
ＴＥＬ（０１２０）９９－７３６１
ＦＡＸ（０７７６）２９－７８４３
�����������������������
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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
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
�� １２月８日（日）１０：００～１１：３０
【会】福井県生活学習館（ユー・アイふくい） 映像ホール
消費者トラブルの手口について語ります。成年年齢が１８歳に引
き下げられます。身近な人が消費者トラブルに巻き込まれないよう
に悪質商法の手口を落語で楽しく学びましょう！

男の料理
料理研究家 出倉 弘子
木曜コース
１２月１９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
１２月２１日（土）１０：００～１３：００
【会】ハーツ羽水 組合員集会室

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・ホームページ
１２月７日（土）まで
【料】無料
【定】５０名

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】1,800円
【定】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
�����������������������������
����������������������

大人も楽しもう！クリスマスメニューの献立です。季節の行事も手
料理で！

男の料理 特別企画 キムチ
料理研究家 出倉 弘子
１２月２１日（土）１３：１５～１６：００頃
�� 【会】ハーツ羽水 組合員集会室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】2,500円程度（材料の値
寒くなったらキムチの仕込み時です。野菜、果物、魚介の塩辛な 段により変動します）
どを使った手作りキムチ。講座では、キムチのもと（ヤンニョム）のみ 【定】１０名 開催４名以上
を作り、白菜の下漬け、本漬けを説明いたします。

認知症の基礎知識（医師の講義）
福井県立すこやかシルバー病院 診療部長・医師 村田 憲 【対】一般
治
【申】電話
�� １２月３日（火）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
【定】５０名
認知症の原因となる病気と症状、認知症の治療等について説明し
ます。

認知症の方とのコミュニケーション
福井県立すこやかシルバー病院 認知症看護認定看護師
荒井 岐枝
�� １２月６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
認知症の方の特徴、心理状態、コミュニケーションのポイントにつ
いて説明します。
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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
【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】５０名

【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
いきいきセミナー
本当の断捨離・本気の断捨離 ～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
１２月１日（日）６：３０～７：００
１２月７日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
定年後の断捨離 ～モノを通してセカンドライフを考える～
�� （一財）断捨離Ⓡ 代表 やました ひでこ
１２月８日（日）６：３０～７：００
１２月１４日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
あなたの願いを天に向けよう-クリスマスのメッセージから
�� 日本基督教団 福井神明教会 牧師 佐藤 誠司
１２月１５日（日）６：３０～７：００
１２月２１日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
不便を活かすという視座
�� 京都大学情報学研究科 特定教授 川上 浩司
１２月２２日（日）６：３０～７：００
１２月２８日（土）１７：１５～１７：４５

健康の森 健康講座
膵臓がん、早期発見で治療につなげる
県民健康センター 副所長 田中 正樹
�� １２月１４日（土）１５:００～１６:００
【会】県民健康センター
膵臓がんはかかる人と亡くなる人の数がほぼ同じ、難治性がんの
代表です。早期発見・治療のためのポイントをお話しします。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

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。
（嶺北864KHz/FM94.6MHz、
嶺南1557KHz/FM93.6MHz）
毎週日曜日６：３０～７：００放
送
毎週土曜日１７：１５～１７：４５
再放送
【講師】
県内外の著名な方々を予定
しています。
【講座内容】
高齢期の心の持ち方、人生
論、病気と予防など。
【受講資格】
県内在住の方、年齢は問い
ません。
【受講料】
テキスト代・郵送料として月額
４００円
受講生になると、事前にテキ
ストが毎月自宅に届きます。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】６０名

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
１２月２１日（土）１０：００～１２：００
��
【会】福井県国際交流会館

【対】ドイツに関心のある方
【申】不要
【料】無料
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

（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

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

（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協
会
ＴＥＬ（０８０）６３５４－３２７５

います。

福井古文書を読む会
【対】一般
１２月１１日（水）、２５日（水）（毎週第２・第４（水）） 両日とも
【申】電話
�� １３：３０～１６：００
【料】3,000円/６ヶ月
【会】朝日新聞社福井総局 ３階
【定】なし

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

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
�� 令和２年１月２８日（火）１４：００～１６：００
【会】福井県教育センター

越風吟社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

主として郷土の古文書をみんなで輪読する会です。

中国・日本の漢詩の鑑賞と創作をします。

【対】一般
【申】電話・はがき
【料】2,000円／月
【定】先着３０名
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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
＜共催＞
生命の設計図ＤＮＡの解析から何がわかるか
福井大学 医学部 准教授 飯田 礼子
１２月１４日（土）１３：３０～１５：００
�� 【会】高椋コミュニティセンター たかむく古城ホール
ヒトが生命活動を営むために必要な情報（遺伝情報）を担う物質
がDNAであることは広く知られています。このDNAの解析が、犯罪
捜査、日本人のルーツの探究や体質の診断など、様々な分野で利
用されていることについてわかりやすく解説します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】１５０名

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

愛鳥教室 雁行観察会 ～魂を揺さぶるマガンの鳴き声を
聴こう～
福井県自然観察指導員の会 会員
１２月１４日（土）６：３０～１２：００
【会】福井県立芦原青年の家

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１２月１１日（水）まで
�� 日の出とともに坂井平野に飛来するマガンの群れを観察します。
※ただし、定員になり次第、
数千羽の群れがつくる隊列「雁行」は「竿になり、カギになり」と唄わ 受付終了。
れる冬の風物詩で、日本では数ケ所の地域でしか見ることの出来
【料】５０円（保険料）
ない貴重な眺めです。２時間の観察のあと、専門家からマガンにつ
【定】３０名
いてのお話を聞きます。（少雨決行、荒天時１２月１５日（日）に順

福井県自然保護センター
大野市南六呂師１６９－１１－２
ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
�������������������������

延）

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）
１２月８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。
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【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】９名

（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
��������������������

【奥越地区】

【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

博物館自然教室 アンモナイトの中をのぞいてみよう！
福井県立恐竜博物館 研究員 中田 健太郎
１２月１日（日）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
絶滅生物であるアンモナイトとは、どのような生き物の仲間なので 【料】無料
しょう？それは殻の中を調べることで解き明かすことができます。ア 【定】２０名
ンモナイトを削って中の構造を観察し、どのような生き物だったのか
を推理してみましょう！

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
���������������������������

博物館セミナー
自然誌と文化 ～クジラを一例として～
福井県立恐竜博物館 総括研究員 一島 啓人
１２月１５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
【料】無料
昔の人は化石のでき方について今とは違った考えを持っていまし 【定】５０名

た。また、今生きている動物についても現在のような知識がなかっ
たため伝説が生まれたりもしました。化石や動物などの自然誌と文
化の関わりについてお話しします。

【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
＜共催＞
子どもの放課後活動と地域コミュニティ
福井県立大学 准教授 加藤 まどか
令和２年２月２０日（木）１３：３０～１５：００
�� 【会】越前市生涯学習センター eホール
子どもの放課後活動を充実させることが、子どもの発達の保障、
保護者の就労の保障と子育て支援、地域での子育て文化の形成、
子育てを軸とした地域づくり等に多面的な意義をもつことを、聞き取
りの事例からお話しいただきます。

仁愛大学 公開講座
ピアノで気軽にクラシックVol.Ⅵ
大作曲家の生涯② ～モーツァルトの後半生～
仁愛大学 人間生活学部 子ども教育学科 准教授 中野
研也
�� １２月１４日（土）１３：００～１４：００
【会】仁愛大学 G４０７音楽室
神童といわれたモーツァルトは天上の音楽ともいえるような作品を
たくさん遺しましたが、天才中の天才であるがゆえの苦悩もまた多
かったことでしょう。そんなモーツァルトの後半生を、音楽を通してお
話しします。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】１００名

越前市生涯学習センター
越前市蓬莱町８－１０
（令和２年１月６日より、越前市府
中１－１３－７に住所変更）
ＴＥＬ（０７７８）２２－３００５
ＦＡＸ（０７７８）２２－９１７４
�������������������������

【対】一般（中学生以上）
【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
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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

福井工業高等専門学校 高専カフェ
アマチュア野球界をとりまく現状について
福井工業高等専門学校
一般科目教室 講師 青木 宏樹
１２月１３日（金）１８：３０～１９：３０
【会】福井工業高等専門学校
�� 図書館２階 コミュニティプラザ

【対】一般（中学生以上）
【申】不要
野球は人気の高いスポーツですが、昨今は子ども達の野球離れ 【料】無料
が叫ばれています。その為、野球の競技人口の拡大を目的に日本 【定】２０～３０名
高野連等が主導して幼児や小学生を対象としたティーボール(台上
のボールを打つ)教室が開催されています。また、少年野球では選
手への暴言や罵声をなくし、選手ファーストを目指すチームもみられ
るようになりました。このようなトピックを紹介し、野球界の将来につ
いてお話ができれば幸いです。

福井工業高等専門学校 高専カフェ
メルロ＝ポンティ思想紹介 －哲学と絵画・対話－
福井工業高等専門学校
一般科目教室 准教授 佐藤 勇一
令和２年１月１０日（金）１８：３０～１９：３０
【会】福井工業高等専門学校
�� 図書館２階 コミュニティプラザ

２０世紀の現象学者メルロ＝ポンティの思想を、哲学と絵画の対
話を中心に紹介するとともに、最近論者が関心を抱いているｐ４ｃ
（子どもの哲学）という哲学対話について、「色」「線」や「空白」の観
点から考察します。哲学以外の領域との対話を通じて新たな哲学を
形成したメルロ＝ポンティ哲学の一端に触れる事で、絵画作品につ
いて考察を深めるとともに、哲学をより身近に感じる機会にしていた
だければ幸いです。

【嶺南地区】

【対】一般（中学生以上）
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０名

【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＞
令和元年度美浜町歴史フォーラム
みはま、近世の交通と往来 ～もう一つの巡礼路～
演題 「若狭の交通と地域性」
福井大学 教育学部 教授 門井 直哉
�� １２月８日（日）１０：４５～１２：００
【会】美浜町歴史文化館
若狭には古くから都に向かう道が通じ、多くの人々や物資が行き
交ってきました。海陸交通の結節点である若狭から日本各地に広
まった文化もあります。各時代の史資料を紐解きながら、若狭の地
域性について考えます。

＜共催＞
令和元年度美浜町歴史フォーラム
みはま、近世の交通と往来 ～もう一つの巡礼路～
演題 「旅の記録にみる江戸時代の若狭」
滋賀大学 経済学部 教授 青柳 周一
�� １２月８日（日）１３：００～１４：１５
【会】美浜町歴史文化館
近世の若狭については西国三十三所巡礼とも関わって、松尾寺
（京都府舞鶴市）から小浜を経て、熊川番所へ向かう道中の記録が
旅日記や紀行文の中に見られます。こうした史料を読み解きなが
ら、当時のこの地域の姿を考えます。
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福井工業高等専門学校
鯖江市下司町
ＴＥＬ（０７７８）６２－１８８１
������������������
����������������������������

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・窓口
【料】無料
【定】６０名
美浜町歴史文化館
美浜町河原市８－８
ＴＥＬ（０７７０）３２－００２７
ＦＡＸ（０７７０）３２－０６１５
��������������������
������������
【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
【料】無料
【定】６０名

【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
三方五湖自然教室
バードウォッチング 冬 三方湖ビギナーのための探鳥会
日本野鳥の会 福井県嶺南ブロック 会員
１２月１日（日）９：００～１１：３０
��
【会】三方湖周辺（福井県里山里海湖研究所三方五湖自然
観察棟集合）
三方湖にやってくるカモ類を中心に観察します。焼き芋も付きま
す。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】３０名

海のふれあい教室
海の生きものの不思議に迫る！冬のお話会 ウニ
福井県水産試験場主任研究員 児玉 晃治
�� １２月１５日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県海浜自然センター

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
専門家からウニについて詳しく教えてもらいます。また、クラフトも 【定】３０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
�������������������������

行います。

海のふれあい教室
じゃこ天を作ってみよう！
大島漁協女性部 子末 とし子
��
１２月２１日（土）１３：００～１６：３０
【会】福井県海浜自然センター
普段食卓に登場しない魚を使ってじゃこ天を作り、試食します。

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円、１セット３００円
【定】２０名

エントランス展 大正・昭和期の高浜と小浜 ─鳥瞰図と古
写真から─
【対】一般
１０月１７日（木）～１２月８日（日）
【申】不要
【会】福井県立若狭歴史博物館
エントランス
��
大正から昭和戦前期に発行された高浜と小浜の観光パンフレット 【料】無料
掲載の鳥瞰図を拡大展示するとともに、小浜の写真師 井田米蔵が 【定】なし
撮影した同時期の古写真を並べ、当時の高浜と小浜の町の様子や
観光地の風景などを紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３１０円（高校生以下、
�� 幕末というと藩主や志士といった「有名人」に目が行きがちです
７０歳以上、障がい者手帳等
が、藩を支えていたのは「名もない」藩士たちです。本展では彼らに をお持ちの方とその介護者１
焦点を当て、当時の小浜藩士がどのような仕事をしていたのかを探 名は無料)
福井県立若狭歴史博物館
ります。
【定】なし
小浜市遠敷２－１０４
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
テーマ展 ちょっとむかしの暮らし
【対】一般
１２月１３日（金）～令和２年３月２２日（日）
【申】不要
【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
【料】３１０円（高校生以下、
�� 当館所蔵品を中心に、ちょっとむかしの若狭地域のくらしを知るこ ７０歳以上、障がい者手帳等
とのできる道具の展示をおこないます。米俵に触れ、その実際の重 をお持ちの方とその介護者１
さ（６０キロ）を体感することができる展示や、火打ち石を実際に使う
名は無料）
ことのできる展示、展示にまつわるクイズなどもりだくさんの内容で
【定】なし
す。
テーマ展 幕末のお役所づとめ
１１月２１日（木）～令和２年１月１３日（月・祝）
【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室

わかはく講座 小浜藩士の「しごと」をさぐる
福井県立若狭歴史博物館 学芸員 徳満 悠
１２月１５日（日）１３：３０～１５：００
��
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂

【対】一般
【申】不要
【料】無料
テーマ展「幕末のお役所づとめ」と連動し、小浜藩士がどのような 【定】なし

仕事をしていたのか、資料からさぐります。
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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

館蔵絵画展示 めでたい美術 ～はやくこいこいお正月～
１１月２９日（金）～１２月２６日（木）１０：００～１７：００
休館日 毎週月曜日
��
【会】敦賀市立博物館 ３階展示室

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
令和最初のお正月を迎えるのにふさわしい、めでたいテーマの日
【定】なし

本画作品を展示します。

２０１９年度みはま土曜歴文講座
第９回講座 みはまの古墳を見るⅤ ～高島市南部を巡る
～
高島歴史民俗資料館 学芸員 白井 忠雄
�� １２月１４日（土）８：３０～１３：００
【会】美浜町歴史文化館集合 鴨稲荷山古墳、田中古墳群、
打下古墳など（滋賀県高島市）
今回は滋賀県高島市（旧高島町）の古墳群と高島歴史民俗資料
館の現地探訪です。※美浜町歴史文化館からバスで移動。少雨決
行（荒天中止）。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１２月１１日（水）まで
【料】無料
【定】２５名

主催・問合せ・申込先 等
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
��������������������
������������

福井県立大学 公開講座
眠りの不思議 ～気持ちの良い眠りのために～
福井県立大学 看護福祉学部 教授 有田 広美
１２月７日（土）１１：００～１２：３０
�� 【会】福井県立大学小浜キャンパス セミナー室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
良い眠りとは長時間眠れること？夜中に一度も起きないこと？朝 【定】２０名

スッキリ目覚められること？睡眠は若い頃に比べて少しずつ変化し
てきます。意外に知られていない眠りのしくみを紐解き、気持ちよく
眠りましょう。

福井県立大学 公開講座
転ばぬ先の知恵（杖）、転んだあとの知恵（杖）
第２回 骨を丈夫にする食事と運動
福井県立大学 看護福祉学部 教授 有田 広美
�� １２月７日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県立大学小浜キャンパス セミナー室

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名
【備考】軽い体操ができるよう
骨折経験者である二人の講師が、転んで骨折しないように前もっ な服装とシューズでお越しくだ
て気を付けること、また骨折したあとでも骨を丈夫にする生活の仕
さい。
方をお話しします。予防医学の視点から、看護の視点から、理学療
法の視点から開催します。

12

福井県立大学（小浜キャンパス）
小浜市学園１－１
ＴＥＬ（０７７０）５２－６３００
ＦＡＸ（０７７０）５２－６００３
�����������������

【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� � �����������������

キッズミュージアム� � �
しょうぎ

こま

すいぞう

りか

ふしぎ びっくり！理科ワールド

さ

将棋の駒「酔像」をつくる・指す！

ちすい

12 月 1 日（日）14 時～15 時 30 分
か い じょう

ふくい

けんりつ いちじょう だに あさくら し

いせき

しょうちゅう がくせい

ていいん

対 象 ： 小中 学生
りょうきん

めい

ほごしゃ

定員：30名（保護者含む）

か い じょう

た い しょう
ばあい

おとな

えん

しょうちゅう がくせい

むりょう

（展示を観る場合は、大人100円、 小中 学生は無料）
もうしこみ

でんわ

まどぐち

申込：電話・メール・窓口
ふくい

といあわ

ふくいし

いせき

ちすい

ていいん

さい

しょうがくせい

せんちゃく

こ

かぞく

ふくいし

ちすい

りょうきん

たいけん

絵本・わらべうた

しつ

か い じょう

りょうきん

むりょう

もうしこみ

料金：無料

けんりつ

すうがく

だい

ふくい

だいがく

かい

ひとふで が

すうり

ぶんきょう

そうごう けんきゅうとう

かい

りすう きょういく えんしゅうしつ

た い しょう

しょうがく

ねんせい いじょう

対 象 ：小学5年生以上
ていいん

くみ

定員：15組

でんわ

申込：電話・メール・カウンター

ふくい

といあわ

こうざ

総合研究棟Ⅰ7階 理数教育 演習室

会 場 ：福井県立図書館 子ども室おはなしの部屋
対 象 ：0・1・2歳児とその保護者

こうかい

会 場 ：福井大学 文京キャンパス

へや

ていいん

だいがく

12 月 7 日（土）13 時～16 時

12 月 4 日（水）
、18 日（水）
さいじ
10 時～10 時 30 分（0歳児） さいじ
11 時～11 時 30 分（0・1・2歳児）
ほごしゃ

でんわ

申込：電話・メール

体験ふむふむ数学クラブ 第２回「一筆書きの数理」

えほん

さいじ

もうしこみ

福井大学公開講座

おひざでだっこの会

た い しょう

むりょう

料金：無料
きねんかん

ふくい

こ

ほごしゃ

TEL (0776)33-0278
メール chisui@mx2.fctv.ne.jp
ホームページ http://www2.fctv.ne.jp/~chisui

かい

としょかん

かいさい

福井市種池 2-305

TEL (0776)41-2301
FAX (0776)41-2494
メール asakura@pref.fukui.lg.jp
ホームページhttp://asakura-museum.pref.fukui.lg.jp/

けんりつ

ごご

きねんかん

定員：先着20家族

福井市安波賀町 4-10

ふくい

とき

問合せ：福井市治水記念館

しりょうかん

問合せ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館

か い じょう

たすう

対 象 ：3歳～小学生の子どもと保護者
といあわ

けんりつ いちじょう だに あさくら し

こうさく じっけん きょうしつ

会 場 ：福井市治水記念館

料金：無料
み

おやこ

もうしこ

ふく

むりょう

てんじ

がつ

12 月 1 日（日）10 時～11 時 30 分
� 申込み多数の時は午後も開催

しりょうかん

会 場 ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
た い しょう

きねんかん

治水記念館１２月親子工作実験教室

めい

りょうきん

定員：25名

むりょう

料金：無料

もうしこみ

でんわ

うけつけ

申込：ホームページ・電話・FAX（12 月 3 日（火）まで受付）
といあわ

ふくい

だいがく

ちいき

そうせい すいしん

ほんぶ

問合せ：福井大学地域創生推進本部

としょかん

問合せ：福井県立図書館

福井市文京 3-9-1

福井市下馬町 51-11

TEL (0776)27-8060

TEL (0776)33-8860
メール tosyokan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

FAX (0776)27-8878
ホームページ http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp
かい

きょうりゅう

おひざでだっこの会スペシャル

きょうしつ

恐竜ふれあい教室
おやこ

きょうりゅう

へん

ぼうけん

ベビーヨガ編

親子でオリジナル 恐竜 テラリウム冒険
12 月 8 日（日）13 時～15 時 30 分
か い じょう

ふくい

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

じっしゅうしつ

会 場 ：福井県立 恐竜 博物館 実習室
た い しょう

さい

しょうがく

ねんせい

ほごしゃ

対 象 ：４歳～小学３年生とその保護者
ていいん

くみ

定員：15組
もうしこみ

りょうきん

むりょう

料金：無料

おうふく

申込：往復ハガキ・メール
といあわ

ふくい

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

問合せ：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
メール info@dinasaur.pref.fukui.jp

12 月 12 日（木）10 時～10 時 40 分
か い じょう

ふくい

けんりつ

わかさ

としょ がくしゅう

こうどう

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター
た い しょう

せいご

げつ

さいはん

講堂
あか

ほごしゃ

対 象 ：生後2 ヶ月～1歳半くらいまでの赤ちゃんとその保護者
ていいん

おやこ

くみ

りょうきん

定員：親子２０組
も

むりょう

料金：無料

もの

すいぶん

ほごしゃ

あか

よう

持ち物：バスタオル、水分（保護者と赤ちゃん用）
もうしこみ

でんわ

まどぐち

申込：電話・窓口
といあわ

ふくい

けんりつ

わかさ

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 6-11
TEL (0770)52-2705
13

ふくい

クリスマス
えほんとかみしばいの会

てじな

けんりつ

としょかん

こ

しつ

た い しょう

さい いじょう

ていいん

もうしこみ

めい ていど

りょうきん

定員：20名程度

とくちょう

しんりがく

か い じょう

かい

だいがく れんけい

会 場 ：アオッサ７階 大学連携センター「F スクエア」
た い しょう

けんりつ

ふしぎ

12 月 21 日（土）13 時～16 時

むりょう

料金：無料

申込：不要
ふくい

にんげん

私 たち人間の不思議な特徴(マジックと心理学)

ふよう

といあわ

まな

わたし
へや

会 場 ：福井県立図書館 子ども室おはなしの部屋
対 象 ：3歳以上

こうざ

マジック（手品）から学ぶ

12 月 21 日（土）15 時～15 時 30 分
ふくい

こうかい

福井大学公開講座

かい

か い じょう

だいがく

しょうがく

ねん

ねんせい

対 象 ：小学3年～6年生

としょかん

問合せ：福井県立図書館

だい

かい

じっし

じゅこうしゃ

もうしこ

第１回（7 月 20 日（土）実施）の受講者は、申込みできません。

福井市下馬町 51-11

ていいん

TEL (0776)33-8860
メール tosyokan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ ：https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

めい

りょうきん

定員：21名

むりょう

料金：無料

もうしこみ

でんわ

うけつけ

申込：ホームページ・電話・FAX（12 月 17 日（火）まで受付）
といあわ

ふくい

だいがく

ちいき

そうせい すいしん

ほんぶ

問合せ：福井大学地域創生推進本部
福井市文京 3-9-1

わたし

TEL (0776)27-8060
FAX (0776)27-8878
ホームページ http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

私たちは、たったひとつの
たまご

はじ

卵から始まった！

こ

じんあい だいがく

かがく

たの

じっけんしつ

楽しいデコレーションケーキづくり

会 場 ：仁愛大学 G405科学実験室
た い しょう

おやこ

しょうがく

ねんせい いじょう

いっぱん

対 象 ：親子（小学3年生以上）
、一般
りょうきん

むりょう

もうしこみ

料金：無料

ていいん

せんちゃく

めい

定員：先着36名

でんわ

12 月 22 日（日）10 時～12 時
か い じょう

申込：電話・ホームページ

じんあい だいがく

といあわ

じんあい だいがく

た い しょう

問合せ：仁愛大学 地域共創センター

おやこ

ていいん

対 象 ：親子
りょうきん

越前市大手町 3-1-1

定員：先着28 組
えん

じんあい だいがく

といあわ

い

ふうせん

がつ

おやこ

こうさく じっけん きょうしつ

もうしこ

たすう

とき

ごご

きねんかん

こ

ていいん

せんちゃく

かぞく

りょうきん

もうしこみ

ほごしゃ

でんわ

ふくいし

ちすい

けんどう

じゅう けんどう

からて どう

よる

すもう

ひる

20回コース：銃 剣道・相撲・なぎなた昼
かいさい

た い しょう

しょうがく

ねんせい いじょう

対 象 ：小学１年生以上
ていいん

りょうきん

かくきょうしつ

こと

きねんかん

問合せ：福井市治水記念館

かい

えん

かい

えん

料金：40回コース 6,280円 20回コース 3,140円
あんぜん ほけんりょう など

むりょう

料金：無料

申 込 ：電話・メール（12 月 15 日（日）から）

といあわ

じゅうどう

かい

定員：各教室によって異なる

対 象 ：3歳～小学生の子どもと保護者
定員：先着20家族

10 月 6 日（日）～令和 2 年 3 月 15 日（日）
かい

会 場 ：福井市治水記念館
しょうがくせい

がくえん

40回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜

申込み多数の時は午後も開催
さい

ぶどう

後期 武道学園

つく

令和 2 年 1 月 12 日（日）10 時～11 時 30 分

た い しょう

でんわ

申込：電話・ホームページ

ちいききょうそう

こうき

にんぎょう

治水記念館１月親子工作実験教室

ちすい

もうしこみ

TEL (0778)27-2010
ホームページ http://www.jindai.ac.jp

小麦粉入り風船人形を作ろう

ふくいし

ざいりょうひ

越前市大手町 3-1-1

くにゅくにゅ変身！

か い じょう

くみ

問合せ：仁愛大学 地域共創センター

へんしん

きねんかん

せんちゃく

料金：1,000円／1組（材料費）

TEL (0778)27-2010
ホームページ http://www.jindai.ac.jp

ちすい

じっしゅうしつ

会 場 ：仁愛大学 G102、G104実習室

ちいききょうそう

こむぎこ

こうざ

子どもの食育講座

12 月 21 日（土）13 時 30 分～15 時
か い じょう

しょくいく

スポーツ安全保険料等
かいじょう

といあわ

もうしこみさき

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

会場・問合せ・申込先：福井県立武道館
福井市三ツ屋町 8-1-1

福井市種池 2-305

TEL (0776)26-9400

TEL (0776)33-0278
メール chisui@mx2.fctv.ne.jp
ホームページ http://www2.fctv.ne.jp/~chisui

FAX (0776)26-9401
メール budoukan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ http://www.pref.fukui.jp/doc/budoukan/

【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 ����� � �������������������������������������
14

福井ライフ・アカデミー主催� ゆうあいシアター⑤�

上映時間� 13分�

上映時間� 20分�

上映時間� 42分�

事前にお申込みが必要です
・各回定員

60 名

・小学生以上は、お子さんだけでも
ご参加いただけます。

・幼児は保護者同伴でお入りください。

15

明
智
光
秀
の
越
前
時
代
を
追
う
�
16

講� 師
静岡大学名誉教授� 文学博士�
公益財団法人日本城郭協会� 理事長�

小和田� 哲男� 氏�
講師プロフィール
専門は日本中世史、特に戦国時代史で、主著『後北条氏
研究』『近江浅井氏の研究』のほか、『小和田哲男著作集』な
どの研究書の刊行で、戦国時代史研究の第一人者として知
られている。�
また、��� 総合テレビ「歴史秘話ヒストリア」および ���� �
テレ「知恵泉」などにも出演し、わかりやすい解説には定評が
ある。�
��� 大河ドラマでは、���� 年の「秀吉」、���� 年の「功名
が辻」、���� 年の「天地人」、���� 年の「江～姫たちの戦国
～」、���� 年の「軍師官兵衛」、���� 年の「おんな城主� 直
虎」で時代考証を務め、���� 年の「麒麟がくる」も担当する。�

福井ライフ・アカデミー� ゆー・あいカレッジ

１２月� 講演・講座一覧�
日

月

1

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

7

休館日

◇こころの相談 �
� � � ������～�����

◇創業相談� ����～�����

8

9

10

11

12

13

14

休館日

★新米パパママ応援講座�
� 第１回 �����～������
� 第２回 �����～������

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

15

16

休館日

17

18
●ふるさと未来講座�
�「地域づくり」②�
�「地方創生で�
�����リッチになろう！」
���������������～������

休館日

若狭図書�
�学習センター�
開館日�

20

●ゆうあいシアター⑤�
「冬休みこどもシアター」�
� 第３回� �����～������
� 第４回� �����～������

24

休館日

25

21
●ゆうあいシアター⑤�
「冬休みこどもシアター」�
� 第１回� �����～������
� 第２回� �����～������

�

若狭図書�
学習センター�
図書フロア休み

23

22

19

26
◇ひとり親就業相談�
������～�����（要予約）

◇創業相談

����～�����

◇法律相談������～�����

27

28
休館日

◇福祉人材就業相談�
������～�����（要予約）

若狭図書�
�学習センター�
臨時開館日�

29

30

休館日

休館日

31
休館日

� このカレンダーには、「ユー・アイ ふくい」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。

� ●…福井ライフ・アカデミー�
� ★…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。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

小島 慶藏 氏

�
�
�
�
�
�
�
�

◇要申込◇

福井県生活学習館（ユー・アイふくい）

�
�

福井県生活学習館

ユー・アイ ふくい

福井県立

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！

