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巻 頭 言

共に学び・認め合い、共に歩むふくいへ
（公財）
ふくい女性財団 理事長
福井県連合婦人会 会長

田村 洋子
昨年 6 月発行の国の男女共同参画白書では、人生100
年時代に女性が自信と働きがいを持って仕事し、男女と
も社会の様々な場面で活躍するためには「学び」が重要
であるとの考えから、
「多様な選択を可能とする学びの
充実」が特集テーマとして取り上げられていましたが、
男女共同参画ネットワークに係わって30年近く、婦人会
や女性財団の活動への参加は、私にとって、まさに女性
の社会進出について考える良い学びの場となりました。

今考えますと、同年代の女性から「婦人会に入らない
か」と声を掛けられ、軽い気持ちで入会しましたが、こ
れが私の地域デビューのきっかけとなったわけです。

当時は、仕事をしながらの資料づくりなど、忙しいはずなのに、楽しく充実した日々を過ごし
ておりました。早朝に出勤し、暗くなってから帰宅するという仕事人間で、近所とのコミュニケ
ーションが希薄だった私は、地域の誰かとのつながりを欲していたのかも知れません。

そこから10数年、福井市連合婦人会の団体活動を通じて多くのことを学ぶと同時に、女性も男
性と同じ活動をして “平等になりましょう！
！” “女性の参加から参画” と叫んでまいりました。
戦後、女性の立場は、
「女性の地位向上」
、
「家庭内での男女平等」
、さらには、
「男女雇用機会
均等法」や「育児・介護休業法」
、「女性活躍推進法」などといった法における環境も整ってまい
りました。
婦人会の歴史を学ぶ中で、こうした現在の女性たちの自由や活躍があるのは、先人たちの苦労、
それを克服しようとした女性達の戦いがあったからこそということを忘れてはならないと感じる
と同時に、男性の理解を深め、女性達も置かれている環境に不足を云うだけではなく、共に学び、
自分達で改革していく力を持つことの大切さも学びました。

また、婦人会活動を通じて、地域の皆様に心身ともに助けられていたことに、今の私の原点が
あるのだと思っています。お互いに助け合い、寄り添い合うことを自然と学ばせていただき、ま
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た、地域の先輩方に、常識・非常識など数多くのお叱りや注意をいただきながら、今の私が作り
上げられてきたのだと思います。親から教えられたこととは違う学習を、地域社会で学べたこと
に大変感謝しております。
こうした自身の経験から、地域での活動・実践から生まれるものは、まさに人材育成、人間形
成だと強く感じております。

今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、不要不急の外出自粛等が要請され、
「うつ
さない・うつらない」ためにも互いを思いやる人間力が問われました。地域の老若男女が皆で助
け合い、共に成長していくことの大切さをあらためて認識しているところですが、家庭を支えて
いる女性の実感、女性が担う役割の多さなど、まだまだ地域社会全体で取り組まなければならな
い大きな課題が山積みです。こうした課題を克服することで、今後更に女性達の活躍の場は大き
く広がっていくと思います。

ふくい女性財団は、ここ数年、女性活躍をさらに推進するための学び・教育を実践する場として、
新しい事業を展開していますが、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現に向け、あらゆる分野
における女性の活躍推進が一層求められて
いる今は、その環境づくりをさらに進める
絶好の機会です。この好機を逃すことなく、
ふくい女性財団の会員の皆様と共に、学び・
認め合い・そして共に歩みながら、女性が
思う存分企業や地域社会で活躍できる社会
の実現を目指したいと思いますので、ぜひ
お力添えをお願い申し上げます。

これまで地域で育てていただいたふつふ
つと湧き上がる想いを、次のステージを担
う女性たちに繋いでいきたい。県内の女性
が、男性の応援のもと、大活躍できる一助
となることを願ってやみません。
セレナーデ（感謝の花束） 北荘かおる
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令和元年度福井ライフ・アカデミー主催講座のご報告
歴史②１月29日（水）

地域づくり③２月18日（火）

「明智光秀の越前時代を追う」

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、
優位性、独自性な
どを学び、その活
かし方を考えま
す。
【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」
サポート講座
「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。

講師：静岡大学 名誉教授 小和田

哲男

明智光秀が越前を目
指した理由、越前時代
のこと、信長の家臣と
なった後の越前との関
係のことなど 、分か
りやすくお話しいただ
きました。

「地域に
『やりがい』
をつくる
～御食国若狭の可能性～」
講師：株式会社まちづくり小浜 取締役 御子柴

北斗

小浜での取り組みを
例に、古くからの文化
に新しい価値を生み出
すことの大切さと、そ
れにより人を呼び込む
方法についてお話しいただきました。

地域づくり②２月11日
（火）

芸術・文化②２月20日
（木）

「シンポジウム−地域の歴史を学び、
地域に活かす−『明智光秀と若狭路の山城』」

「福井で本をつくるということ
−地域を外に発信するために−」

講師：若狭国吉城歴史資料館 館長 大野
小浜市教育委員会文化課 主査 西島
福井県立若狭歴史博物館 学芸員 徳満

康弘
伸彦
悠

講師：HOSHIDO店主・編集者 佐藤

実紀代

自身の活動や書店兼
編 集 室「HOSHIDO」
から出版した本の紹介
をしていただきまし
た。また、本を通して
福井を発信することに
ついてお話しいただき
ました。

NHKド ラ マ の 主 人
公・明智光秀とも関係
する国吉城や石山城を
はじめとする戦国時代
の山城について学ぶことで、地域の歴史を
活かす取組みについて考えました。

第２期／１月21日（火）
、
１月30日
（木）

第１期／１月25日（土）、２月１日（土）、２月16日（日）

「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）

「空き家を活かしたまちづくり」
（全５回）

講師：福井県立大学 地域経済研究所 講師 江川
細呂木地区創成会 事務局長 酒井

誠一
敏雄

先進的にまちづくり
に取り組んでいるあわ
ら市細呂木地区の実践
について学び、まちづ
くりのノウハウについ
て学びました。

講師：福井県立大学 地域経済研究所 講師 江川 誠一
第１回特別講師：株式会社まちづくり小浜 代表取締役副社長

朝倉

昌也

町家の空き家の様々
な活用法について、現
地見学とワークショッ
プを行うことで、街中
のにぎわいを作り出すための工夫と方策に
ついて学びました。

ゆうあいシアター⑥２月14日（金）
・15日
（土）

ゆうあい
シアター
「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。

■ 生活学習館
■ 若狭図書学習センター
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「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】
◦アットホームでのどかな話かと思っていた
が、シリアスで鋭い内容だったので、たく
さん泣いてしまった。
◦知的障害者を持つ親や身内の方々の苦悩が
映像を通して正確に伝わり素敵な映画でし
た。

令和２年度福井ライフ・アカデミーのご案内
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

主催講座

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、優位性、独自性などを学び、その活かし方
を考えます。
【テーマ】
歴史 自然科学

経済・産業

令和２年度から新たに開催

芸術・文化

現代社会

地域づくり

ふるさと探究講座

幅広い世代を対象に、現地学習や体験学習を通して、
「先進技術や伝統技術」
、
「歴史的遺産」
、
「自
然環境」、「地域づくり」など、福井の魅力的な地域資源について学びます。

ゆうあいシアター
「文化・芸術」、「自然・社会」、「子ども・家族向け」のテーマで、定期的に上映会を実施します。
日々の生活に潤いをもたらすような感動的な作品、珠玉の名作などを、ぜひご覧ください。

共催講座
連携講座

市町の実情やニーズに合わせた内容の講座を市町と協力して開催しています。主催
市町以外の住民の方も参加可能です。
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は、連携
講座として「福井ライフ・アカデミーニュース」や「まなびぃネットふくい」に情
報を掲載しています。

福井ライフ・アカデミーニュースのご案内
福井ライフ・アカデミーニュースは、
福井ライフ・アカデミー主催、共催、
連携講座の開催予定を掲載した広報誌
です。
毎月25日頃に翌月号を発行します。
生活学習館のほか、県内の図書館、
公民館、市役所・
役場、一部のシ
ョッピングセン
ターなどに設置
しています。

「福井県生活学習館 ユー・アイふくい」のホームページから
PDF版をダウンロードすることができます。

学びの道しるべ
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令和元年度 ゆー・あいカレッジ講座レポート
男性の家事・育児参画コース

新米パパ・ママ応援講座

“パパ！出番です！！”夫婦で笑顔の子育てタイム
12月 8 日
（日）

2月2日
（日）

「寝る子は育つ！

「アタフタしない親になる！
～寝かしつけのプロになろう～」 ～我が子の緊急事態（病気＆ケガ）に備える～」

〈お話と実技〉睡眠健康指導士
田中 言羽
〈体験〉
「おひるねアート」
（一社）日本おひるねアート協会認定講師

坂井

ゆか

〈講義〉育ちのクリニック津田 院長
津田 英夫
福井南消防署 救命救急士
田中 辰徳
〈運動遊び〉敦賀市認可小規模保育園きらきらほいくえん園長

林

前半は、子どもが眠れる
環境を夫婦で作ってあげる
ことの大切さ等のお話を聞
き、後半は、夫婦で楽しく
子どもをあやしながら、
「お
ひるねアート」を体験しました。夫婦で協力して子
育てをすることへの理解を深めました。

前半は、親は小児科医の
講義を受け、子どもは運動
遊びをしました。後半は、
親 子一 緒 に救 急救 命士 か
ら、対処法を学びました。
ひきつけの際にスマホ動画の活用が、医療関係者へ
の説明に有効であるなど、具体的に学びました。

働く女性のキャリアアップ応援コース
1 月13日
（月・祝）

昇平

キャリアアップ応援講座
2 月22日
（土）

「仕事もプライベートもスッキリ暮らす！
「印象が変わる！ボイストレーニング
ためない いれない 腸活のススメ」
仕事で信頼される
“オトナの話し方”
」
〈講師〉腸整Nuku’Nuku 代表 腸セラピスト・養腸アドバイザー

〈講師〉元NHKキャスター 日本サービスマナー協会認定マナー講師

うえせ ともえ

宇野

悦加

表情や姿勢、話すときの声
のトーンや抑揚の付け方など
を実践し、相手に「いい印象」
を持ってもらえるコツについ
て学びました。

腸は脳の次に神経細胞が多
く「第２の脳」であることなど、
脳と腸の関係、腸が喜ぶ栄養
素や腸の簡単セルフマッサー
ジ方法などを学びました。

男女パートナーシップ推進コース

地域連携講座

12月 3 日
（火） 主催：永平寺男女共同参画ネットワーク

2月4日
（火） 主催：大野男女共同参画ネットワーク

「誰もが自分らしく生きる
「相互理解を深めるコミュニケーション術」
男女共同参画社会をめざして」 〈講師〉福井県立大学大学院 看護福祉学研究科 教授 吉弘 淳一
〈講師〉福井県立大学大学院 看護福祉学研究科 教授

吉弘

自分を好きになって自分ら
しく生きることが、相手を認
めることにもつながり、家庭
や地域で円滑な人間関係を築
くことになる等、コミュニケ
ーションについての学びを深めました。

淳一

苦手な人には、
“その人のよ
いところを見つける”
、相談し
に来た人には、“マイナス言葉
をプラス言葉に変換して伝え
る”ことが有効で、日頃から観察力や言葉を言い
換える力を磨くことが大切だと学びました。

次世代育成コース
1 月30日
（木） 鯖江市鯖江中学校／ 2 月 7 日
（金） 越前市武生第六中学校

「私が選ぶ私の進路～一人ひとりが輝くために～」
〈講演講師〉
仁愛大学 人間学部コミュニケーション学科 講師 織田 暁子
〈先輩講師〉
男性の多い職業に就いている女性…警察官、消防士、測量技師 等
女性の多い職業に就いている男性…保育士、看護師、美容師 等

全体講義で、
「今は男性が多い仕事でも、50年後の将来は女性が多くなるかもし
れない。単なる人数の男女比ではなく、自分の得意を生かせる仕事選びを」などの
助言を受けました。その後、警察官や保育士など異性の多い職業に就いている先輩
講師の方々から仕事に対するやりがいや体験談をお聞きし、性別にとらわれずに職
業選択をしてもよいという気付きや、さらにはお互いに助け合う必要性等を学びま
した。
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次世代育成セミナー

令和２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
目的・内容

「女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催」

６月～３月
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。

企業における女性活躍推進コース

6月～２月
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。

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
対
象
目的・内容

開催時期
目的・内容

「管理職のための女性人材育成セミナー」

８月～９月
県内在勤で45歳以下の女性
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。

開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
企業の管理職、人事担当者等
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。

「企業連携講座（企業への講師派遣研修）」
開催時期
目的・内容

通年
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。

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
対
象
目的・内容

「高校生のための『科学・技術者への招待セミナー』」

７月～３月
県内の中学校に在籍する生徒
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。

男性の家事・育児参画コース

「新米パパ・ママ応援講座」

10月～３月
結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル
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。

男女パートナーシップ推進コース

７月～３月
一般県民
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）」
対象時期
主 催 者
目的・内容

開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
子育て中の夫婦等
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。

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」
開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
県内の高等学校に在籍する生徒
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。

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
対
象
目的・内容

開催時期
対
象
目的・内容

通年
県内の学校や教育関係団体
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）
」
対象時期
主 催 者
目的・内容

通年
地域で活動する団体
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）
」
通年
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。
対象時期
主 催 者

学びの道しるべ
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生 活 学 習 館 のご 案 内
情報ルーム
（１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85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。
どなたでも
ご利用いただけます
（9：00～20：00、無料）

▲図書コーナー

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
“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

お子様連れでもOK

女性総合相談専用電話
（9：00～16：45）

【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
開所時間
電 話
e-mail
FAX
URL

9：00～20：00
0776−41−4244
lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
0776-41-4260
http://www.f-jhosei.or.jp

電話：0776−41−7111／0776−41−7112
【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）
】
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

チャイルドルーム
（２階）

レストラン（サニースマイル）
（１階）

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。

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、お食事の方だけでもぜ
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。

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。
URL
https://www.f-jhosei.or.jp/childroom/
利用時間
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▲脳活コーナー

生涯学習に関する図書、
男女参画に
リラックス効果や集中力も向上す
関する図書、
お子様向けの絵本等を豊 ると言われるぬり絵や、漢字パズル
富に取り揃えています。
（貸し出し可） 等様々な問題が置いてあります。

学びの道しるべ

◦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

若狭図書学習センターのご案内
生涯学習事業紹介
福井ライフ・アカデミー講座
令和２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）とふるさと探究講座を開
催予定です。ふるさと未来講座では、福井県の特性、魅
力、その活かし方、最新科学を学ぶ講座、および地域づ
くりを先進地の事例から学ぶ講座（各２回を予定）を開
講します。ふるさと探究講座では、ふるさと福井の魅力
ある地域資源を見て、聞いて、感じる現地体験の場を提
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見、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
を聞き比べる絵本の読み聞かせや、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。

夏休み関連講座
「読書感想文の書き方を知りたい」
「理科の自由研究何をしたらいいの」というご要望にお応えし、夏
休みに小学生のための本の選び方や感想文の書き方、理科の自由研究の取組み方の講座を開催します。

学びの道しるべ
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表紙、挿絵によせて
地球は、宇宙から見れば小さく美しい青い星です。いまだに争いや戦争が絶え
ず温暖化等環境汚染も続いていますが、何とか星中に咲く花々や生物、国々の美
しい文化が途絶えず続いて行きます様にとの願いを込めた作品です。
今世界ではコロナ感染で大変な事になっています。収束を祈っていますが医療
や介護従事者の方々はもちろん、社会やおうちでこの星のこの福井のいろんな場所
で、子供さんもご年配の方も女性も男性も、心一つに、コロナ感染と戦っておられ
る全ての皆様に捧げる感謝の花束です。花を見ていると心がなごむ気がします。
つたない絵ですがご覧下さった方の心が少しでも安らいで頂けたら幸いです。
作者

新日本美術院常任理事 北荘かおる

題名

花の星から（F100号

油彩）第51回新院展

新日本美術院準大賞

この作品「花の星から」は当館に展示しています。ご来館いただき実際の絵をご覧ください。

まなびぃネットふくいのご案内
�

まなびぃネットふくい

キッズ対象の講座・行事を一覧で見ることができます

開催中、開催予定の講座・行事を一覧で見ることができます

■お問合せ
福井県生活学習館
福井県生涯学習センター
〒918−8135 福井県福井市下六条町14−1

福
井
駅

ユー・アイ ふくい

若狭高校グラウンド

↑
坂
井

県庁
フレンドリー 福井県庁
駅前バス停

フレンドリー
アオッサ前バス停

８

花堂

ホームページ http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/

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/
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P
南
川

北
陸
自
動
車
フレンドリー 道
バス停

赤十字前

福
井
鉄
道

福井県立若狭図書学習センター
〒917−0075 小浜市南川町6−11

福井県立
若狭図書学習センター

県立図書館

TEL.0776−41−4203 FAX.0776−41−4210

ベル

福
井
鉄
道

越
前
花
堂
駅

県産業会館
P

鯖
江
↓

小浜I.C

健康管理
センター

大野→

足羽川

［施設利用申込専用］

E-mail syougai-c@pref.fukui.lg.jp

福井
I.C

158

TEL.0776−41−4200㈹ FAX.0776−41−4201

南川大橋

小浜市民
体育館

産県
業中
大小
学企
校業

小浜小学校

関西
電力

Loove

小浜警察署

センター案内看板

P

JR小浜駅

福井県生活学習館
ユー・アイふくい

←舞鶴

※JR小浜駅から徒歩15分程かかります

27

湯岡橋

敦賀→

