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ふるさと福井を学ぶ

福井県知事　杉本　達治

　中国の明の時代の古典『六然訓（りくぜんくん）』に

「人に処すること藹然（あいぜん）」という言葉がありま

す。「人に対するときは、心穏やかに和やかに接する」

という意味です。

　これは、徹底現場主義に基づき、コミュニケーション

を大切にして、皆様の声を聴き、対話し、共に行動し、

県民主役の県政を目指す私の座右の銘でもあります。

　福井県は、今、北陸新幹線福井・敦賀開業や中部縦貫

自動車道大野油坂道路の開通、その先の大阪開業やリニ

ア中央新幹線の全線開業を控え、100年に 1 度の大きな

チャンスを迎えています。

　それらの高速交通体系の整備を最大限に活かしながら、人口減少や長寿命化、技術革新などの

環境変化に対応するため、20年先を見据えた「長期ビジョン」を策定し、福井県の将来像を県民

の皆様と共有したいと考えています。

　県内の高齢化率が最も高くなるのは2040年頃で、現在の試算に拠ると、ピーク時には37.2％と

推測されています。その時代には寿命も 2 年ほど延びるそうで、今、生まれている子どもの半数

は107歳まで生きるという研究もあります。まさに「人生100年時代」と言われる長寿社会が到来

します。

　私は、女性や若者、高齢者、障がい者、外国人など誰もが主役の福井を実現すること、「持

続可能な開発目標」（SDGs）※の考え方にもある「誰一人として取り残さない（leave no one 

behind）」こと、県民一人ひとりが夢をもって新たな可能性に挑戦し、幸せ・安心を実感できる

人生を歩めることが肝要だと考えています。

　そのためには、誰もが生涯にわたって学ぶことができ、習得したことを個人の生活や地域での

活動などに適切に活かすことのできる生涯学習社会の実現を図る必要があります。

巻 頭 言
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　県では、平成 4 年に福井ライフ・アカデミーを開校し、いつでも、どこでも、誰でも、生涯に

わたって学習を継続することができるよう、県民の「学びたい」というニーズの多様化、高度化

に応え、学習機会や内容を体系化して提供しています。開校以来、その時々の社会情勢や時代の

ニーズを反映させて、幅広い分野の講座を開催してきました。

　県内の生涯学習関連情報を手軽に入手できるよう、月刊情報誌の発行や「福井県生涯学習情報

ネットワークシステム（愛称まなびぃネットふくい）」の運用による情報発信にも努め、昨年度は、

県主催講座に約2,500名、市町等との共催や連携講座などの関連講座も含めると500近くの講座を

開催、延べ24万名もの皆様に参加いただくことができました。

　中でも、地域活動に関わるきっかけとなるような講義・体験を通して、本県の歴史や文化、産

業などの優れた点を学ぶ「ふるさと未来講座」、まちづくりの先進事例を題材として、地域の活

性化に主体的に取り組む担い手を育成する

「ふるさと力サポート講座」は、受講者か

ら満足度が高いという声をいただいており

ます。

　ふるさと福井について学ぶということ

は、福井の文化力を皆様自身の内に育むと

いうことであり、それは、ふるさと福井の

未来を支える大きな力となるはずです。今

年もたくさんの方が受講してくださること

を願っています。

※「持続可能な開発目標」（SDGs）

　2015年 9 月国連サミットで採択された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するため

の17のゴール・169のターゲットで構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。

ふるさと力サポート講座

「地域の魅力を引き出すために」

勝山市北谷町小原地区での現地学習
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福井ライフ・アカデミ
学習需要の多様化・高度化に応えるため、講座内容の

  学びの情報に触れていただけるよう、福井県内の

ゆうあいシアター④10月25日（金）・26日（土）

ドキュメンタリー

「兼子」

脚本・演出

渋谷昶子

【参加者の声】

・久しぶりに心落ち着く時間と

なりました。懐かしい歌、知

らなかった歌、日本歌曲はや

はり心に響きます。

・私も80歳で混声合唱団の仲

間と歌っておりますが、激励

を受けました。

現代社会①10月20日（日）

「自動運転の実用化に向けた

永平寺町の取組み」

講師：永平寺町総合政策課 参事  永田　敦夫

　永平寺町の実

態をもとに、過

去の自動運転実

証実験の結果や

現在の取組みの

様子などを詳し

く学びました。

現代社会②９月19日（木）

芸術・文化①10月６日（日） 自然科学③11月６日（水）

「マルトリートメントと脳の発達」
講師：福井大学子どものこころの発達研究センター講師

臨床発達心理士  藤澤　隆史

「ダンスで心をひとつに

～作品創りと踊る楽しさ～」

講師：CAT-A-TAC/コンドルズ  藤田　善宏

「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～」

講師：元福井市自然史博物館特別館長  吉澤　康暢

　脳科学の観点

からマルトリー

トメント（不適

切な養育）が子

どもの脳発達に

及ぼす影響をお

話しいただきま

した。

　はぴねすダン

スの創作の経緯

や舞台創作への

想いをお話しい

ただきました。

ダンスワークシ

ョップも行いま

した。

　笏谷石の特徴

や そ の 成 り 立

ち、足羽山での

産出状況、利用

例などわかりや

すくお話しいた

だきました。

　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。

　「子ども・家族向け」な

どのテーマで、偶数月に上

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

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

第２期　１月21日（火）・１月30日（木） 第３期

「景観を活かしたまちづくり～細呂木地区の実践から学ぶ～（全５回）」

講師：福井県立大学 地域経済研究所 講師  江川　誠一

細呂木地区創成会 事務局長  酒井　敏雄

「協働の　まちづくり～地域の実践から学ぶ～

　地域交流、環境保全、観光促進の３つを柱として地域の活性化に努

めてこられた実践から学びます。 　県内外　での住民主体での地域おこし活動の先進的実践例を学びま

す。

これから
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ー主催講座のご報告
充実を図るとともに、「いつでも、どこでも、手軽に」

生涯学習関連情報の一元的提供にも努めています。

ゆうあいシアター⑤冬休みこどもシアター12月21日（土）・22日（日） ゆうあいシアター⑥２月14日（金）・15日（土）

「かさこじぞう」

「大造じいさんとガン」

「風のように」原作：ちばてつや

「くちづけ」
原作・脚本：宅間孝行

監督：堤　幸彦

出演：貫地谷しほり、

　　　竹中直人、

　　　宅間孝行 ほか

【参加者の声】

・『風のように』という作品の三平

が畑を作っていて努力がすごい。

・小学校で習ったことがあった内容

を映像を通して更に分かりやすい

ので大人も子供も楽しめた。

・心優しい思いになりました。

現代社会③11月16日（土） 現代社会②11月24日（日） 芸術・文化②11月30日（土）

歴史①11月27日（水） 地域づくり②12月18日（水）経済・産業②11月21日（木）

「私は創造的でありたい

～人工知能が活躍する時代を生き抜くために～」
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

「どこでもプラネタリウム

（どこプラ）プロジェクトの挑戦」

講師：どこでもプラネタリウム（どこプラ）
プロジェクト メンバー

「鳥の巣の不思議

　～鳥の巣が教えてくれること～」

講師：絵本作家・画家・鳥の巣研究家  鈴木まもる

「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  萩原さちこ

「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 

小島　慶藏

「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～」

講師：福井県工業技術センター 主任研究員  笹山　秀樹

　若宮先生の前向きな

人柄、ドラマチックな人

生、創造的に生きていこ

うとするお話から、元気

や勇気、人生100年時代

を生きるヒントをいた

だきました。

　宇宙や科学技術に

携わる人材育成を目

指す福井新聞社の「ゆ

め つくる ふくいプロ

ジェクト」の一環で、

約１年かけて制作したドームに関する苦労

話や、四季の星座などについて学びました。

　絵本の制作過程

や鳥の巣の不思議

について、即興で

絵を描きながらお

話しいただきまし

た。

　丸岡城の価値や

魅力について、築

城された時代背景

や全国の城との比

較などから、詳し

くお話しいただき

ました。

　地方創生を成功

させるための理念

や方針、事業の進

め方を、これまで

の数々のご実績を

もとに分かりやす

くお話しいただき

ました。

　 福 井 県 に お け

る「e-テキスタイ

ル」の開発の最新

情報や、将来への

可能性などについ

て、わかりやすく

お話しいただきま

した。

■生活学習館

■若狭図書学習センター

２月開催

第１期

「協働の　まちづくり～地域の実践から学ぶ～（全５回）」

講師：福井大学 国際地域学部 講師  田中　志敬

NPO法人atamista 代表理事  市來広一郎
北中山まちづくり委員会

「空き家を活かしたまちづくり」

講師：福井県立大学 地域経済研究所 講師  江川　誠一
株式会社まちづくり小浜／おばま観光局 局員

　県内外　での住民主体での地域おこし活動の先進的実践例を学びま
　町家の空家の現状と有効活用の方法について、「住む」「使う」「泊

まる」などのキーワードをとおして学びます。

これから
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ゆー・あいカ
　「ゆー・あいカレッジ」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】

10月18日（金）

「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HAPPY LIFE～」
講師：ことは理 代表  桝谷　真澄

　コミュニケーション・ツールとして笑顔が重要であることから、フ

ェイストレーニングやペアワークによる笑顔の実践を行い、顔の筋肉

を使った良い笑顔を学びました。

11月7日（木）、11月26日（火）

「仕事もプライベートもうまくいく！
　“気くばり”のコミュニケーション・マナー＋働き女子のホンネcafé」
講師：オフィス・マインドルージュ 代表  藤田　由美子

【女性の再就職等チャレンジ支援セミナー】 10月25日（金）  あわら市中央公民館

「お仕事のことならハローワークへ」
講師：ハローワーク三国 統括職業指導官  黒瀬　弘江

「あわら市の支援制度について」
講師：あわら市経済産業部商工労働課 主査  細川　雄治

「今後の暮らしにかかる支出と働くことの意義」
講師：ファイナンシャルプランナー  万久　弘子

「ポリテクの職業訓練」
講師：ポリテクセンター 福井訓練課 受講者係  赤塚美穂子

「ふくい女性活躍支援センターの利用法」
講師：ふくい女性活躍支援センター 就職支援指導員  広瀬　敏一

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。

【企業連携講座（企業への講師派遣研修）】

９月11日（水）

「わたしのためのキャリアデザイン
　～これからのキャリアを豊かにするために～」
講師：ふくい女性活躍支援センター 女性キャリア相談員

松岡　幸代

９月26日（木）　　

「電話応対勉強会」
講師：ことは理 代表  桝谷　真澄

９月28日（土）

「パワーハラスメント防止研修」
講師：中村まゆみ社会保険労務士事務所 代表  中村　まゆみ

11月12日（火）　　　

「クレーム対応研修」
講師：オフィス・マインドルージュ

　　　代表  藤田　由美子

【キャリア・アカデミー】

９月５日（木）、９月６日（金）

「人生をリードする私らしいリーダーシップ
　～仕事もプライベートも両立できるHAPPYな私～」
講師：株式会社キャリエーラ　代表取締役  藤井　佐和子

【管理職のための女性人材育成セミナー】

11月20日（水）

「部下の『仕事』と『子育て・介護』の
両立を可能に！管理職のための両立
支援マネジメントセミナー」

講師：株式会社キャリアネットワーク 人材開発コンサルタント

蟇田　　薫
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レッジ講座レポート

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】

11月２日（土）

「人生100年時代のライフデザインを考える

　～自分の人生を楽しもう！～」
講師：ライフシフト・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 大野　誠一

　自分自身の生き方を見つめ直し、多様なネットワーク作りと変化

を楽しむマインドを手に入れ、人生の主人公になることを目的にワ

ークショップを行いました。

【地域連携講座】

11月25日（月）  主催：南越前町男女ネットワーク

「人生100年時代を男女でどう生きるか」
講師：はやおき亭貞九郎

【教育連携講座】

９月30日（月）  主催：足羽高校

「安心できる関係づくり
　～デートDVの被害者にも加害者にも

　ならないために～」
講師：（公財）ふくい女性財団  東野　香里

10月４日（金）  主催：美方高校

「安心できる関係づくり
　～デートDVの被害者にも加害者にも

　ならないために～」
講師：（公財）ふくい女性財団  東野　香里

11月28日（木）  主催：丹南高校

「デートDVについて」
講師：福井工業大学 非常勤講師  武内　昭子

【次世代育成セミナー】

11月26日（火）  福井市至民中学校

「私が選ぶ私の進路
　～一人ひとりが輝くために～」
先輩講師：消防士、建築士、ネイリスト、管理栄養士

　男性が多い職業に就いている女性、女性が多い職

業に就いている男性で、年齢の近い先輩を学校に招

き、それぞれの体験を話していただき、生徒の様々

な質問にも答えていただきました。

【高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」】

９月27日（金）  美方高校

「女性エンジニアのキャリアプランって？
　～お店を支える商品づくりを目指して～」
講演講師：シャープ株式会社 高岡　真弓

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。

先輩講師：シャープ株式会社商品企画担当

　　　　　生晃栄養食品株式会社品質管理担当

　　　　　東洋紡株式会社研究員

　　　　　福井県農業試験場職員

交流会
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令和元年度  生涯学習グループ  作品展・活動展・活動発表

福井きのこ会
10月８日（火）～10月19日（土）

NPO法人 福井県発明くふう研究会
11月４日（月・振）～11月16日（土）

向日葵の会
11月19日（火）～12月１日（日）

煉　戯　窓
12月３日（火）～12月14日（土）

紫　水　会
10月22日（火・祝）～11月２日（土）

遊あい俳句会
11月４日（月・振）～11月14日（木）

Wasi遊楽
11月19日（火）～12月１日（日）

白川文字学遊愛会
12月17日（火）～１月５日（日）

ミュージックフレンズ
「なつかしあそび」11月17日（日）

　学習グループのミュージックフレンズが、「な

つかしあそび」と題して、むかしなつかしい手遊

び歌とともに、こま・

べいごま・ふくわらい・

はねつき・お手玉等で、

参加者と一緒に楽しみ

ました。

生活学習館や若狭図書学習センターを拠点に活動している生涯学習グループへの支援の一環として、　令和元年10月から令和２年３月上旬にかけて、作品や活動の様子を展示等で紹介しています。

ユ
ー
・
ア
イ
ふ
く
い　

１
階　

情
報
ル
ー
ム

若
狭
図
書
学
習
セ
ン
タ
ー

活動の様子や、県内いろいろなキノコが紹介されました。

手紙や詩歌などが美しいペン字や筆ペンで表現されました。

様々なアイディアや特許が所狭しと紹介されました。

会員制作の俳句が、色紙などに毛筆で紹介されました。

素敵な水彩画や油彩画が情報ルームを彩りました。

和紙の風合いを生かした、様々な作品が紹介されました。

様々な色や形の花瓶や食器などが展示されました。

白川文字学やいろいろな古代文字が楽しく紹介されました。
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令和元年度  生涯学習グループ  作品展・活動展・活動発表

グループ紹介展示
１月７日（火）～１月18日（土）

◦悪魔の飽食福井合唱団

◦コーラス華（HANA）

◦混声合唱団
　福井コールアカデミー

◦男声合唱団
　ゴールデンエイジふくい

◦ふくいコカリナ
　アンサンブル

◦みどり会囲碁クラブ

これから（写真は昨年のものです）

１月21日（火）～２月１日（土）

２月18日（火）～３月１日（日）

越前陶芸村
「ひいろの会」

全日本写真連盟
福井支部

マウスde
まなぼ

福井絵画
友の会

　令和元年10月から令和２年３月上旬にかけて、作品や活動の様子を展示等で紹介しています。

１月下旬開催予定
若狭読書会・若狭歌人集会・衆和会の展示

２月２日（日）～２月15日（土）

NPO法人
福井県
スペイン語
研究会

陶遊
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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

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

令和元年度� 福井ライフ・アカデミー� ふるさと力サポート講座�

空き家を�
活かした�
まちづくり�

＃リノベーション�

＃暮らすように泊まる�

＃住む・暮らす�

＃交流する�

�

�

【第 �･�回】「暮らすように泊まる」見学・情報交換�
とき：令和２年１月２５日（土）午後１時～午後４時１５分�
ところ：������������������（小浜町家ステイ）／若狭ふれあいセンター（小浜市小浜日吉 ����）�

【第 �･�回】「住む」町家（文化庁登録有形文化財）の見学・座談会�
とき：令和２年２月１日（土）午後１時３０分～午後４時１５分�
ところ：小浜市内町家／小浜中央公民館（小浜市大手町 ����）�

【第 �回】「福井県内の町家の空き家の活用事例から考える」ワークショップ�

ときとき：令和２年２月１６日（日）�
午後１時～午後２時３０分�

� ところ：アイザワ商店（小浜市加茂）�

※� ランチ営業をしておられますので、少し早めに到着して、�

� � 昼食をとれます。（要予約・ドリンク付き千円〔税込〕）�

－講座申し込みの時に合わせて御注文いただけます－�
�

�

�

�

�

�

�

要申込�

集合場所、講座の詳細、お申込みについては�

裏面をご覧ください。�

定員：１５名（地域づくりに関心のある方）先着順�

� � � � � ―３日間を通して受講できる方を優先します―�

お申込み・お問い合わせ：�

� � � � � 福井県立若狭図書学習センター� 生涯学習担当�

� � � � � � � �〒��������� 福井県小浜市南川町 �����

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

� � � � � � � � �メール� �������������������������

全体講師�

・コーディネーター�

福井県立大学�

� 地域経済研究所� 講師�

� � � 江川� 誠一� 氏�

�

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。 

１

２

３

❶「まなびぃネットふくい」で検索

「まなびねっとふくい」でも検索可能

❷講座を検索

❸画面下「申し込む」をクリック

申込方法【生活学習館】

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）

申込方法【若狭図書学習センター】

１ 電話 0770−52−2705

２ FAX 0770−52−2715

４ 窓口直接

３ メール

w-tosho@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）


