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【【２２  月月】】
ふるさと未来講座「芸術・文化」③

『絵の世界を旅してみよう』

日時　２月１０日（水）
　　　　　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０

講師　福井大学　教育学部

         教授　濱口　由美

定員　先着６０名
　　　 【要申込（２月９日まで）】

ゆうあいシアター⑥

『紙屋悦子の青春』

日時　２月１９日（金）
            ２０日（土）
　

上映スケジュール

第１回…１９日（金）１０：００～１２：００
第２回…１９日（金）１４：００～１６：００
第３回…２０日（土）１０：００～１２：００
第４回…２０日（土）１４：００～１６：００
　※同じ作品を４回上映します。

定員　各回先着６０名
　　　　【要申込（２月１８日まで）】

入場無料

ユー・アイ ふくい
【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

１枚の絵から紡がれる世界が無数にあることを私

に教えてくれたのは小学生の子どもたちです。子ど

もたちのようにお気に入りのコンパス（鑑賞方法）を

手に入れて、絵の世界を楽しく気ままに旅してみま

せんか。見ていたはずなのに見えていなかった世

界がどんどん見えてくる不思議な絵の旅が待って

いますよ！

監督：黒木和雄

出演：原田知世 永瀬正敏 ほか

現代演劇の旗手・松田正隆の同名戯曲を原作

に、戦争に引き裂かれる恋と、庶民の日常が淡々

と描かれます。何気ない日常描写を通し、戦争の

不条理、無意味さを訴えかける作品です。
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【【３３  月月】】
ふるさと未来講座「自然科学」③

『福井の恐竜研究-歴史と現状
　～30年の調査で見えてきたこと～』

日時　３月６日（土）
　　　　　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０

講師　福井県立大学名誉教授
　　　　福井県立恐竜博物館名誉顧問

　　　　東　洋一

定員　先着１５０名
　　　 【要申込（３月５日まで）】

ユー・アイ ふくい
【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

１９８９年に始まった福井県恐竜化石調査事業

は、現在も継続しており３０年を超えました。現在ま

でに６種類の新種の恐竜が発掘され、国指定の天

然記念物にも指定されました。この恐竜調査の歴

史や最新の研究情報などをお話しします。

掲載の「講座・行事」情報について

新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、掲載中の「講座・行事」につきまして、

変変更更・延延期期・・中中止止ととななるる場場合合があります。ご理解をお願いします。

主主催催がが「「生生活活学学習習館館（（ユユーー・・アアイイ ふふくくいい））」」のの場場合合

【【問問合合せせ先先】】

〒918-8135 福井市下六条町14-1

TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【【申申込込みみ方方法法】】＊下記のいずれかの方法で

①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい（（ホホーームムペペーージジ））

「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電電話話 ③ＦＦＡＡＸＸ ④メメーールル ⑤窓窓口口直直接接

【【FFAAXX・・メメーールル内内容容】】

●タイトル「講座名」第○回

●お名前・ふりがな

●年齢

●お電話番号

●お住いの市・町

●メールマガジン配信ご希望の有無

（ 希望 ・ 登録済み ・ なし ）
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【【３３  月月】】
ふるさと未来講座「歴史」③

『中世若狭の都市と武士』

日時　３月１２日（金）
　　　　　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０

講師　福井県立若狭歴史博物館

         学芸員　徳満　悠

定員　先着１５０名
　　　 【要申込（３月１１日まで）】

ふるさと未来講座「歴史」④

『越前ゆかりの刀剣について』

日時　３月１４日（日）
　　　　　　　　　　　　　　１４：００～１５：３０

講師　京都国立博物館　主任研究員         末兼　俊彦

定員　先着２００名
　　　 【要申込（３月１３日まで）】

ユー・アイ ふくい
【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

越前打刃物は、福井県の誇る七つの伝統工芸の

一つです。越前の国は古代から鉄の産地として知

られ、鉄生産が衰退した中世以降も刀剣の生産地

として名を馳せてきました。京都をはじめとする畿

内とのつながりも深い越前ゆかりの刀剣について

お話しします。

中世は都市の時代とも言われ、日本列島各地で

さまざまな都市が生まれました。若狭では中部に位

置する小浜、近江との国境に位置する熊川がその

代表といえます。これら都市に対して、地域を支配

した武士たちはどのように向き合ったのでしょうか。

越前の事例にも触れつつ、成長する都市と武士と

の関係を考えます。
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【【３３  月月】】
ふるさと探究講座②　　＜バスツアー＞

『町家で感じる三國湊の歴史と未来
－アーバンデザインセンター坂井（UDCS）
　　　　　　　　　　　　　　　によるまちづくり－』

日時　３月２０日（土・祝）
　　　　　　　　　　　　　　１２：５０～１７：００

講師　福井大学国際地域学部

         非常勤講師         　江川　誠一

　　　　　一般社団法人
　　　　アーバンデザインセンター坂井

         チーフディレクター　土井　祥子

定員　先着２０名
　　　 【要申込（３月１１日まで）】

ふるさと探究講座③　　＜バスツアー＞

『若狭で体験！自然環境と私たちの今』

日時　３月２６日（金）
　　　　　　　　　　　　　　９：００～１６：５０

講師　元福井県自然保護センター所長         松村　俊幸

定員　２０名（抽選）
　　　 【要申込（３月１６日まで）】
　

ユー・アイ ふくい
【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

坂井市三国町三国湊地区は、かつて北前船寄

港地として繁栄し、現在でも三国独特の町家など

往時の面影が残されています。同地区では、平成

３０年に設立された「アーバンデザインセンター坂

井」を中心に様々な空き家再生事業が展開されて

います。講座では三国湊をまち歩きし、その歴史と

空き家再生の事例を見学するとともに、同センター

によるまちづくりについて学びます。

三方五湖や豊かな海などに代表される若狭の

自然。２０１８年に開館した「福井県年縞博物館」や

「福井県里山里海湖研究所 三方五湖自然観察

棟」、「福井県海浜自然センター」を巡り、若狭の自

然の魅力に迫るとともに、貴重な自然環境を脅か

す環境問題と自然保護の観点から“私たちの今”に

ついて考えます。

※小学生以下は保護者同伴

※３／１７に抽選を行い、参加の可否を

ご連絡します。

※生活学習館発着で、バスで往復します。

（集合時間８：５０）

※詳しくはホームページ「まなびぃネットふくい」

をご覧ください。

※生活学習館発着で、バスで往復します。

（集合時間１２：５０）

※詳しくはホームページ「まなびぃネットふくい」

をご覧ください。
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【【２２  月月】】
ふるさと未来講座「地域づくり」②

『どうする!?町内会
　　～これからの地域運営を考える～』

日時　２月２０日（土）
　　　　　　　　　　　　　　１３：３０～１５：００

講師　仁愛女子短期大学生活科学学科
　　　　生活デザイン専攻　教授

　　　　内山　秀樹

定員　先着４０名
　　　　【要申込（２月１９日まで）】

【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp

【【申申込込みみ方方法法】】 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい ②②電電話話 ③③ＦＦＡＡＸＸ ④④メメーールル ⑤⑤窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201

メメーールル：：f-manabi@pref.fukui.lg.jp
若狭図書学習センター

【【申申込込みみ方方法法】】 ①①電電話話 ②②ＦＦＡＡＸＸ ③③メメーールル ④④窓窓口口直直接接

【【問問合合せせ先先】】 TEL 0770-52-2705 FAX 0770-52-2715

メメーールル：：w-tosho@pref.fukui.lg.jp

主主催催がが「「若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターー」」のの場場合合

【【問問合合せせ先先】】

〒917-0075 小浜市南川町6-11

TEL  0770-52-2705 FAX 0770-52-2715

メール：w-tosho@pref.fukui.lg.jp

【【申申込込みみ方方法法】】＊下記のいずれかの方法で

①電電話話 ②ＦＦＡＡＸＸ ③メメーールル ④窓窓口口直直接接

【【メメーールル内内容容】】

●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 ）

【講師からのメッセージ】

福井県内でも少子高齢化による町内会の解散、

運営の困難化が顕在化してきています。今後さらに

少子高齢化が進展し、定年延長も加わると、地域の

運営はさらに困難を極めることが予想されます。地

域の担い手である皆さんと一緒に「自分ゴト」として

今後の地域運営について考えましょう。

御参加にあたって、今回のテーマについての御質

問や御意見をあらかじめお寄せいただけると幸いで

す。

（チラシに記入欄がありますので御利用ください。）
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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

1

写写真真展展　　「「福福井井駅駅前前」」メメモモリリアアルル　　～～明明治治かからら令令和和へへ～～
１月３日（日）～２月２８日（日）
【会】福井県立歴史博物館　エントランス
　明治から令和にかけての福井駅前の風景写真を展示します。

【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

福福井井県県立立歴歴史史博博物物館館
福井市大宮２－１９－１５
ＴＥＬ（０７７６）２２－４６７５
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４

2

第第４４回回特特別別公公開開展展　　重重要要文文化化財財はは語語るる　　城城下下町町ををままももるる
１２月１８日（金）～３月３１日（水）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
　城下町を守る要の防護施設である上城戸・下城戸と隣接する屋
敷、町屋群から出土した品々を中心に公開します。
展示解説　２月２０日（土）、３月２０日(土・祝)１４：００～１４：３０

【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

3

ふふるるささととのの日日公公開開講講座座
戦戦国国時時代代ののおおででかかけけススタタイイルル　　～～朝朝倉倉氏氏のの場場合合～～
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　宮永　一美
２月７日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　講堂
　戦国大名が外出する際の作法や行装具について、絵画資料などを
見ながらお話しします。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
【料】無料
【定】４０名

4

福福井井県県立立図図書書館館開開館館７７００周周年年記記念念企企画画　　わわたたししのの書書評評
３月３１日（水）まで
（平日）９：００～１９：００、（土日祝）９：００～１８：００
【会】福井県立図書館　 閲覧室（テラス前）※応募箱は、貸
出・返却カウンター横
　本や図書館に親しむきっかけとなるよう、県民の皆様から寄稿いた
だいた書評を館内掲示やホームページで広く展示・紹介しています。
ぜひご応募ください。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし（各書評の掲載・掲
示期間は１ヶ月程度）

福福井井県県立立図図書書館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０

5

テティィーーンンズズ講講演演会会　　ススペペーースス・・エエンンジジニニアアににななるるににはは
国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構　広報部　特任
担当役　宮里　光憲（リモート形式で実施）
２月１３日（土）１３：３０～１５：２０（講演：９０分、質疑応答：２０
分）
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　３月２０日の県民衛星「すいせん」打ち上げにあわせ、将来、科学技
術分野で活躍したい青少年に向けて、宇宙開発の現状や技術者に
なるための道などについてお話しいただきます。

【対】中学生以上
【申】電話・貸出返却カウン
ター・郵送
【料】無料
【定】５０名（先着順）

［［主主催催］］
福福井井県県立立図図書書館館
［［共共催催］］
福福井井県県産産業業労労働働部部産産業業技技術術課課・・
福福井井県県民民衛衛星星技技術術研研究究組組合合
［［問問合合せせ・・申申込込先先］］
福福井井県県立立図図書書館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０

【【福福井井・・高高志志地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考

福福井井県県立立一一乗乗谷谷朝朝倉倉氏氏遺遺跡跡資資
料料館館
福井市安波賀町４－１０
ＴＥＬ（０７７６）４１－２３０１
ＦＡＸ（０７７６）４１－２４９４
asakura@pref.fukui.lg.jp

※※講講座座内内容容等等はは変変更更ににななるるここととももあありりまますす。。詳詳細細はは、、実実施施機機関関ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

s新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、掲載中の「講座・行事」につきまして、

変変更更・・延延期期・・中中止止ととななるる場場合合があります。ご理解をお願いします。
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6

『『２２．．４４３３清清陰陰高高校校男男子子ババレレーー部部』』紹紹介介展展示示
１月２６日（火）～２月２３日（火・祝）
【会】福井県ふるさと文学館
　１月よりアニメ化がスタートする壁井ユカコ氏原作の男子バレー小
説を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

7

特特集集展展示示
冬冬のの味味わわいい　　－－福福井井のの食食をを描描いいたた文文学学－－
１月２６日（火）～３月２４日（水）
【会】福井県ふるさと文学館
　福井の冬を彩る食や味覚を描いた作品を展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

8

特特集集展展示示
よよううここそそ文文学学館館へへ　　－－ふふるるささとと文文学学館館をを訪訪れれたた作作家家たたちち－－
１月２６日（火）～３月２４日（水）
【会】福井県ふるさと文学館
　今年度、文学館と交流した作家の書籍や資料等を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

9

群群馬馬県県立立土土屋屋文文明明記記念念文文学学館館移移動動展展示示
文文学学者者のの書書　　－－筆筆にに込込めめたた思思いい－－
１月２９日（金）～３月２４日（水）
【会】福井県ふるさと文学館・文学の小路
　土屋文明や萩原朔太郎など文人の書を紹介するパネルを展示しま
す。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

10

特特集集展展示示　　「「冬冬のの味味わわいい」」関関連連企企画画
文文学学講講座座　　福福井井ををめめぐぐるる作作家家とと文文学学
仙台白百合女子大学　教授　大本　泉
２月７日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　福井ゆかりの作家や文学作品と、食との関わりについてお話しい
ただきます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・ふる
さと文学館カウンター
【料】無料
【定】４０名

11

全全国国文文学学館館協協議議会会共共同同展展示示
「「３３．．１１１１文文学学館館かかららののメメッッセセーージジ」」
－－東東日日本本大大震震災災かからら１１００年年、、福福井井地地震震かからら７７３３年年、、災災害害ををみみ
つつめめるる－－
２月１３日（土）～３月２１日（日）
【会】福井県ふるさと文学館
　東日本大震災から１０年、福井地震など災害やコロナ禍を描いた
作品を展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

12

文文学学講講座座
理理系系小小説説のの面面白白ささ　　～～実実験験室室でで生生ままれれるる物物語語～～
作家　松尾　佑一
２月２０日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　福井県在住の作家・松尾佑一氏に、創作のエピソードや秘訣をうか
がいます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・ふる
さと文学館カウンター
【料】無料
【定】４０名

13

デデジジタタルル展展示示　　「「福福井井のの山山とと文文学学」」関関連連講講座座
福福井井県県のの野野鳥鳥（（山山野野編編））
日本野鳥の会　松村　俊幸
２月２８日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館  多目的ホール
　福井県の山に生息する野鳥について、わかりやすくご紹介いただ
きます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・ふる
さと文学館カウンター
【料】無料
【定】５０名

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　

福福井井県県ふふるるささとと文文学学館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６６
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８６１
bungakukan@pref.fukui.lg.jp
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14

絵絵本本読読みみ聞聞かかせせボボラランンテティィアア講講座座
絵本シェアリングの会　代表　梅田　悦世
２月２１日（日）１３：３０～１５：３０
【会】福井市総合ボランティアセンター
　絵本の読み聞かせボランティアをしている講師から、読み聞かせの
コツや技術を学びます。

【対】絵本の読み聞かせボラ
ンティアに興味のある人
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
２月２日（火）から受付
【料】無料
【定】先着１５名

15

足足羽羽山山ででおお宝宝ささががしし
福井市自然史博物館　学芸員
２月２７日（土）１３：３０～１５：３０
【会】福井市自然史博物館
　自然の宝庫足羽山で、自然観察会で使う朽木を集めるボランティア
を行い、越冬している昆虫の生態について学ぶ講座です。

【対】小学生以上（小学生は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
２月３日（水）～２月１９日（金）
まで
【料】無料
【定】先着１０名

16

ＦＦＵＵＫＫＵＵＩＩアアススノノママチチテテーーブブルルトトーークク
株式会社シンコ　代表　渕上　周平ほか
２月２３日（火・祝）１３：３０～１７：３０
【会】福井市総合ボランティアセンター
　地域、ＮＰＯ、事業者、行政などの多様な主体によるまちづくりを
テーマに、福井の未来について考えるイベントです。

【対】高校生以上（１８歳未満
は保護者の同意が必要）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
１月３０日（土）から受付
【料】５００円（ドリンク・お菓子
代）
【定】先着２５名

17

ＡＡＥＥＤＤ救救命命講講習習
特定非営利活動法人命のバトン　川﨑　眞弓
２月２８日（日）１０：００～１１：３０
【会】福井市総合ボランティアセンター
　新型コロナウイルス感染症を踏まえ、ＡＥＤの使い方や適切な救命
方法を学びます。

【対】市民活動に関心のある
方
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
２月２日（火）から受付
【料】無料
【定】先着１２名

18

よよりりよよいい社社会会をを問問いいああううたためめにに
－－ＣＣｏｏＤＤｅｅｓｓｉｉｇｇｎｎのの視視点点かからら、、ぼぼくくららのの実実践践とと““ももややももやや””ををひひらら
くく－－
「ゆるい移住全国版」　ディレクター　森　一貴
３月３日（水）１９：００～２１：００
【会】福井市総合ボランティアセンター
　理想の社会をデザインし、それを実現させるための発想や連携に
ついて、ＣｏＤｅｓｉｇｎ（協働のデザイン）の視点から学びます。

【対】市民活動に関心のある
方
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
１月３０日（土）から受付
【料】無料
【定】先着１５名

19

福福井井大大学学公公開開講講座座
ああななたたのの大大切切ににししたたいいこことと、、ななんんでですすかか？？　　～～ももししババナナゲゲーー
ムムをを通通ししてて考考ええててみみよようう！！～～
福井大学医学部附属病院　がん診療推進センター　特命助
教　児玉　麻衣子ほか
２月１３日（土）９：３０～２月１４日（日）２３：５９
【会】オンデマンド講座（ＹｏｕＴｕｂｅ上での動画による講義）
　いつ訪れるかわからない「もしもの時（＝命に関わる病気に直面し
た時）」、自分が何を大切にしたいか改めて考えたり人と話ししたりし
たことはありますか？「もしバナゲーム」というゲームを通して、自分
の大切にしたいことについて考えてみましょう。
共催：北信がんプロ

【対】一般
【申】ホームページ
２月７日（日）まで
【料】無料
【定】なし

20

福福井井大大学学公公開開講講座座
統統計計・・デデーータタササイイエエンンススへへのの誘誘いい
福井大学　医学部　教授　藤田　亮介　ほか
３月１３日（土）９：３０～３月１４日（日）２３：５９
【会】オンデマンド講座（ＹｏｕＴｕｂｅ上での動画による講義）
　「統計・データサイエンス」について、座学と、PCを用いた演習を通
して理解を深めてみませんか。身近な統計グラフ・平均や分散、多変
量データに関する分析手法を、初学者にも分かりやすく紹介していき
ます。

【対】高校生以上
【申】ホームページ
２月１０日（水）AM９：００～
３月７日（日）
【料】無料
【定】５０名

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　

福福井井市市総総合合ボボラランンテティィアアセセンンタターー
福井市中央１－２－１　ハピリン４
階
ＴＥＬ（０７７６）２０－５１０７
ＦＡＸ（０７７６）２０－５１６８
volunteer@city.fukui.lg.jp

福福井井大大学学地地域域創創生生推推進進本本部部
（（地地域域連連携携推推進進課課））
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０（問合
せのみ）
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp（申込
はサイトから）
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21

福福井井大大学学公公開開講講座座
箏箏（（こことと））のの世世界界　　～～箏箏ととソソププララノノののココララボボココンンササーートト＆＆箏箏のの秘秘
密密をを探探ろろうう～～
筝奏者　麻植　美弥子
福井大学　教育学部　准教授　梅村　憲子ほか
３月２０日（土・祝）９：３０～３月２１日（日）２３：５９
【会】オンデマンド講座（ＹｏｕＴｕｂｅ上での動画による講義）
　箏とソプラノの共演、日本の美と西洋の美の融合のコンサート。奏
者の手元のアップによる箏奏法の解説や誰にでも楽しめる「さくらリ
レー」も行います。フレッシュな大学生も参加します。

【対】一般
【申】ホームページ
２月１９日（金）AM９：００～
３月１４日（日）
【料】無料
【定】なし

福福井井大大学学地地域域創創生生推推進進本本部部
（（地地域域連連携携推推進進課課））
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０（問合
せのみ）
http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp（申込
はサイトから）

22

福福井井県県立立大大学学  公公開開講講座座
みみんんななでで描描ここうう「「福福井井のの未未来来地地図図」」
～～福福井井県県のの長長期期ビビジジョョンンををいいっっししょょにに考考ええるる～～
【共催】福井県
福井県地域戦略部　副部長（未来戦略）　藤丸　伸和
１０月～３月３１日（水）
第第１１回回　　長長期期ビビジジョョンンっってて何何？？
第第２２回回　　福福井井のの未未来来をを考考ええよようう！！
第第３３回回　　福福井井ををももっっととおおももししろろくく！！
【会】オンデマンドによる動画配信
　２０年後の福井はどうなっているでしょうか。２０４０年のふくいの将
来像を共有するため、県民のみなさんと一緒につくってきた「福井県
長期ビジョン」がこのたび完成しました。明るい未来の実現に向け、
わたしたちが今どのように行動すべきか考えます。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

23

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
観観光光学学　　～～観観光光ががいいままななぜぜ重重要要視視さされれてていいるるかか。。北北陸陸新新幹幹
線線にに福福井井県県がが対対応応すするる取取りり組組みみ課課題題～～
福井県立大学　客員教授　溝尾　良隆
１１月～３月３１日（水）
【会】オンデマンドによる動画配信
　　２０２２年度末に北陸新幹線の金沢～敦賀駅間が開通し、福井の
観光は大きく変わる機会が訪れます。本講座では、観光の意義や効
果を説明した上で、北陸新幹線の開通により、福井の観光にはどの
ような効果が見込まれ、どのような対応をしていくのかについて説明
します。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

24

福福井井県県立立大大学学  公公開開講講座座
激激化化すするる米米中中覇覇権権争争いい
福井県立大学　客員教授　中島　精也
１１月～３月３１日（水）
【会】オンデマンドによる動画配信
　近年の米中の覇権争いは新たなステージに突入し、その激しさは
日々増しています。本講座では、様々な分野での米中の争いや今後
の両国の関係について解説し、米大統領選挙後についても触れてい
きます。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

25

福福井井県県立立大大学学  公公開開講講座座
食食べべるるこことと・・飲飲みみ込込むむこことと　　～～誤誤嚥嚥性性肺肺炎炎のの予予防防法法    楽楽ししくく食食
べべ続続けけるるたためめのの姿姿勢勢とと運運動動編編～～
【【共共催催】】福福井井県県歯歯科科医医師師会会／／福福井井県県立立病病院院／／福福井井県県理理学学療療
法法士士会会／／福福井井県県作作業業療療法法士士会会／／福福井井県県言言語語聴聴覚覚士士会会
１２月～３月３１日（水）
【会】オンデマンドによる動画配信
　ビデオ映像を通し、感染と誤嚥、誤嚥性肺炎の重度化を予防して、
楽しく食べる・介助するための方法と、正しい姿勢・移動介助に必要
な体幹筋の鍛え方を学修します。

【対】一般、専門分野関係者
【申】ホームページ
【料】無料
【備】地域で療養または療育
支援を必要とする、及び支援
を必要とする可能性がある住
民とその家族、そしてその
方々を支援する専門職の
方々

26

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
アアンンケケーートト調調査査のの設設計計とと分分析析のの基基本本
～～ちちゃゃんんとと分分析析ででききななききゃゃ、、ししななききゃゃももっったたいいなないい～～
福井県立大学　看護福祉学部　教授　塚本　利幸
１０月～３月３１日
【会】オンデマンドによる動画配信
　アンケート用紙の作り方、データの分析の仕方の初歩的な知識の
有無によって、調査から引き出せる情報の質と量は大きく変わりま
す。お金と手間と時間をかけてアンケートを実施するのですから、
ちゃんと分析できるようになりましょう。

【対】一般、専門分野関係者
（アンケート調査を実施される
予定の行政関係者など）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　

福福井井県県立立大大学学
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
openfpu1@fpu.ac.jp

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/



10

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

27

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
ネネッットトでで学学ぶぶ！！会会計計学学　　～～会会計計学学入入門門講講座座２２００２２００～～
福井県立大学　経済学部　准教授　境　宏恵
２月６日（土）１３：００～１６：１０
第第３３回回　　ここれれかからら社社会会にに出出るる人人ののたためめのの経経営営分分析析入入門門
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　福井県立大学経済学部の会計関連科目を担当する教員で行う会
計学入門講座です。本講座では、会計学・企業分析の基本から応用
的な内容が扱われ、高校生から一般の方まで、特別な知識がなくて
も受講できる内容となっています。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
２月５日（金）まで
【料】無料
【定】１００名

28

福福井井県県立立大大学学  公公開開講講座座
ヒヒュューーママンンフファァククタターーとと事事故故防防止止のの考考ええ方方
福井県立大学　経済学部　准教授　藤野　秀則
１１月～３月３１日
第第１１回回　　単単独独ででののエエララーーとと事事故故　　～～錯錯覚覚、、不不注注意意、、焦焦りり・・慌慌
てて、、デデザザイインンのの落落ととしし穴穴
第第２２回回　　ココミミュュニニケケーーシショョンンエエララーーとと事事故故　　～～伝伝ええててるるけけどど伝伝
わわららなないい、、言言いいたたいいけけどど言言ええなないい
第第３３回回　　組組織織事事故故　　～～計計画画・・効効率率優優先先、、無無責責任任体体質質、、風風通通しし
のの悪悪ささ
第第４４回回　　事事故故防防止止のの理理論論とと方方法法論論
【会】オンデマンドによる動画配信
　過去に起こった航空、鉄道，原子力、医療での事故や重大インシデ
ントを紐解きながら、「エラー」をしてしまう人の特性を理解するととも
に、事故を防ぎ、安全・安定稼働を維持していくための考え方を学習
します。

【対】高校生、大学生、一般、
専門分野関係者
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

29

福福井井県県立立大大学学  公公開開講講座座
子子どどもものの自自己己肯肯定定感感のの高高めめ方方（（ポポイインントト１１００））
～～切切れれなないい子子どどももにに育育ててるる家家庭庭教教育育～～
福井県立大学　看護福祉学部　教授　吉弘　淳一
１２月～３月３１日
【会】オンデマンドによる動画配信
　第一反抗期、第二反抗期に入る子どものサインをしっかりと読み
取って、関わりを変えていく方法について一緒に考え、子どもたちか
ら学んでいきましょう。
　また、子どもたちとの関わりの前に、親側、専門職者としての心構
えについてもお話をしていきたいと思います。お気楽にご参加くださ
い。

【対】一般、専門分野関係者
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

30

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開講講演演会会
情情報報化化社社会会のの心心理理学学　　－－SSNNSSととどどうう付付きき合合っってていいけけばばよよいいのの
だだろろううかか－－
放送大学福井学習センター　客員教員　岸　俊行
２月２０日（土）１３：３０～１６：３０
【会】放送大学福井学習センター　講義室１
　現在、インターネットやSNSの急速な進展により年代に関係なく多く
の人が気軽にネット利用するようになってきています。また昨年、世
界を突然襲った新型コロナウイルス禍により、Ｚｏｏｍなどを用いたテ
レワークやオンライン授業の実施、オンライン飲み会など、今まで以
上に私たちの生活の中にネットワークが入り込んできました。多くの
人がインターネットを利用するようになれば、当然、ネット上の犯罪に
巻き込まれる事案も多くあります。
　また、ネットを使う事による心理的な影響も懸念されます。本講演
会では、ネット利用の現状の問題を簡単に皆さんと共有した上で、そ
れらの問題にどう取り組んでいけばよいのかを考えていきたいと思
います。

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】先着２０名

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー
福井市手寄１－４－１　アオッサ７
階
TEL（０７７６）２２－６３６１
FAX（０７７６）２２－６４３１
y-masunaga@ouj.ac.jp

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　

福福井井県県立立大大学学
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
openfpu1@fpu.ac.jp

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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31

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開講講演演会会　　デデジジタタルル地地図図のの
世世界界
ジオネット株式会社　代表取締役　長谷川　博幸、放送大学
福井学習センター　客員教員　門井　直哉
２月２７日（土）１４：００～１６：００
【会】放送大学福井学習センター　講義室１
　地図は紙からデジタルの時代へ。普段、地図の読み方がわからな
い、地図を使い慣れていないという人であっても、スマホやカーナビ
のルート検索のお世話にはなっているのではないでしょうか。デジタ
ル地図にはさまざまな可能性が秘められています。デジタル地図で
は何が表現できるのか。デジタル地図を使ってどんな事ができるの
か。本講座では実演を交えながら、デジタル地図の現在とこれからを
展望してみたいと思います。

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】先着２０名

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー
福井市手寄１－４－１　アオッサ７
階
TEL（０７７６）２２－６３６１
FAX（０７７６）２２－６４３１
y-masunaga@ouj.ac.jp

32

鯖鯖江江市市委委託託事事業業　　食食のの安安全全安安心心講講座座
読読みみ解解くく！！食食のの安安全全安安心心ｗｗｉｉｔｔｈｈココロロナナ　　～～食食中中毒毒とと食食品品添添加加
物物～～
至学館大学　健康科学部　栄養科学科 　教授　小塚　諭
２月２０日（土）１３：３０～１５：００
【会】①Ｚｏｏｍを使ったオンライン受講 (Ｚｏｏｍ設定は各自で）
②「ハーツさばえ」にてオンライン受講（自宅でオンライン受講
できない方のみ）
※コロナ感染拡大の状況により①のみで開催する場合あり。
　私たち消費者は、食品を思い込みで選ぶのではなく、科学に基づ
いた賢い判断をして選ぶ必要があります。コロナ禍も含めた食品の
安全安心に関する正しい知識を広め、情報の信ぴょう性を見極める
力を養いましょう！

【対】一般
【申】①ホームページ②電話
２月１７日（水）まで
【料】無料
【定】①先着８０名②先着２０
名

((公公社社））ふふくくいい・・くくららししのの研研究究所所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
http://www.kuranavi.jp

33

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修　　認認知知症症のの基基礎礎
知知識識とと対対応応ののポポイインントト
福井県立すこやかシルバー病院　看護師　伊川　朱美
２月１２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
　認知症の原因疾患、症状、対応のヒントについて説明します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが必
要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７.０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

34

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修　　高高齢齢者者のの運運転転
免免許許更更新新のの流流れれ
福井県立すこやかシルバー病院　精神保健福祉士　谷口
久良
２月１７日（水）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階　会議室
　運転免許更新に伴う高齢者講習、医療機関受診と診断書の記載
について説明します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが必
要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７.０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

35

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修　　心心もも体体もも元元気気にに
健健康康にに～～認認知知症症のの理理解解、、予予防防、、支支援援～～
福井県立すこやかシルバー病院　作業療法士　内藤　明美
２月２４日（水）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階　会議室
　認知症の危険因子や毎日の生活の中で脳を鍛える対策、心と体を
元気にする活動について説明します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが必
要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７.０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院
福井市島寺町９３－６
ＴＥＬ（０７７６）９８－２７００
ＦＡＸ（０７７６）９８－２７９３
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36

健健康康のの森森　　健健康康講講座座　　突突然然ああななたたをを襲襲うう痛痛風風のの予予防防とと治治療療
県民健康センター　副所長　田中　正樹
２月１３日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
　痛風とその前段階である高尿酸血症は高血圧や脂質異常、糖尿
病とも関係が深く、早めに予防策を講じることが大切です。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】６０名

（（公公財財））福福井井県県健健康康管管理理協協会会
県県民民健健康康セセンンタターー
福井市真栗町４７－４８
ＴＥＬ（０７７６）９８－８０００
ＦＡＸ（０７７６）９８－３５０２

37

ドドイイツツ語語カカフフェェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会事務局　牧野　晃治
２月２７日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館
　コーヒーを手にドイツを楽しみませんか？情報ｏｎｌｉｎｅ読み！を行い
ます。ドイツ版ボードゲームを楽しみましょう。

【対】ドイツに関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】なし

（（ＮＮＰＰＯＯ））福福井井県県日日独独友友好好親親善善協協
会会
ＴＥＬ（０９０）３７６５－３４４７
kawasarima@gmail.com

38

福福井井古古文文書書をを読読むむ会会
２月１０日（水）、２４日(水)（毎月第２、第４（水））　両日とも
１３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社福井総局　３階
　主に郷土の古文書をみんなで輪読する会です。

【対】一般
【申】電話
【料】3,000円／６ヶ月
【定】なし

福福井井古古文文書書をを読読むむ会会
福井市新保２－１００９
ＴＥＬ（０７７６）５４－３２１２
ＦＡＸ（０７７６）５４－３２１２

39

漢漢詩詩鑑鑑賞賞講講座座
越風吟社　代表　川口義夫
２月２３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・はがき
【料】2,000円／月
【定】先着３０名

越越風風吟吟社社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　
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40

特特別別展展　　オオリリンンピピッックク・・パパララリリンンピピッッククとと教教科科書書
１月１５日（金）～３月２８日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日
【会】福井県教育博物館　展示室Ｅ
　今回の特別展では、教科書に取り上げられたオリンピック・パラリン
ピック選手とそのエピソード等を紹介します。詳しくは当館ホームペー
ジをご覧ください。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

福福井井県県教教育育総総合合研研究究所所
教教育育博博物物館館
坂井市春江町江留上緑８－１
ＴＥＬ（０７７６）５８－２２５０
ＦＡＸ（０７７６）５８－２２５１
ed-muse@pref.fukui.lg.jp

41

冬冬のの星星空空をを見見よようう
２月５日（金）、６日(土)１９：００～２０：００
【会】福井県立芦原青年の家
　寒さが厳しくなってきました。曇天が増えてきましたが、晴れ間が見
られる頃には澄んだ空気の下、星がきれいに見られます。光害の比
較的少ない北潟湖畔の福井県立芦原青年の家で、「冬の星空を見
よう！」を開催します。
　この時期の星座の見どころは３つの星が並ぶオリオン座を中心に
展開される壮大なスペクタクル。オリオン座とおうし座のにらみ合い。
その周囲で吠える二匹の猟犬。暴れるおうしの被害が、周囲に及ば
ないようにと見守るふたご座。それぞれの星座を見るとともに、それ
にまつわる星の話も紹介します。

【対】小学生以上（小中学生は
保護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし
【備】筆記用具、敷物をお持ち
ください。中止の場合はホー
ムページで１７:００までにお知
らせします。

福福井井県県立立芦芦原原青青年年のの家家
あわら市北潟１５３－２２７
ＴＥＬ（０７７６）７９－１００１
ＦＡＸ（０７７６）７９－１００５
a-seinen@pref.fukui.lg.jp

42

パパソソココンン入入門門講講座座
嶋崎  忠良
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。

43

パパソソココンン中中級級講講座座
道見  英夫
毎週　火・木　１８：３０～２０：３０
【会】高椋コミュニティセンター　３階
　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。

44

セセススナナ機機入入門門
福井飛行クラブ専属教官　髙橋　英一（事業用操縦士）
２月１４日（日）１０：００～１２：００
【会】福井空港　会議室
　セスナ機でハワイの空を飛ぶ。イノウエ空港（旧ホノルル空港）の
ＬｉｖｅＡＴＣを聴きながら航空図読みを行います。ハワイの空が楽しく
なります。

【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】なし

（（ＮＮＰＰＯＯ））日日本本災災害害救救援援飛飛行行協協会会
坂井市春江町江留中５０－１－２
福井空港ビル内
ＴＥＬ（０９０）７０８８－３０１２
tkhs@hyper.ocn.ne.jp

【【坂坂井井地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考

【対】６５歳以上の方
【申】電話
【料】3,000円／月（原則として
３か月前納）、資料代1,000円
【定】各２６名

（（ＮＮＰＰＯＯ））いいききいいききＩＩＴＴククララブブ
坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
ＴＥＬ（０９０）４６８８－７１４５
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【【奥奥越越地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　                   【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

45

＜＜共共催催＞＞
感感染染症症をを予予防防すするるたためめにに知知っってておおききたたいい身身近近なな対対策策
福井大学　医学部　教授　岩﨑　博道
２月８日（月）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター学びの里「めいりん」
　世界的に流行している新型コロナウイルスやその他の感染症から
身を守るために、正しい感染症対策について学びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

大大野野市市教教育育委委員員会会生生涯涯学学習習課課
大野市城町９－１
ＴＥＬ（０７７９）６５－５５９０
ＦＡＸ（０７７９）６６－２８８５
shogaigakushu@city.fukui-

ono.lg.jp

46

子子どどももセセミミナナーー　　日日本本のの恐恐竜竜ははどどここででどどううややっってて卵卵をを産産んん
だだ？？：：国国内内のの恐恐竜竜卵卵化化石石かかららわわかかるるこことと
福井県立恐竜博物館　研究員　今井　拓哉
２月６日（土）１４：００～１４：４０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　恐竜の卵の化石は世界各地で発見されていますが、福井やその
他の日本の各地でも恐竜の卵化石が見つかっています。日本の恐
竜はどんな卵を産んで、どのように子孫を残していたのか、これまで
見つかった化石からお話しします。

【対】小学生
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】２０名

47

子子どどももセセミミナナーー　　かかせせききををけけんんききゅゅううすするるととはは？？
福井県立恐竜博物館　研究員　湯川　弘一
２月１４日（日）１４：００～１４：４０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　恐竜やアンモナイトのかせきは見つけただけでもうれしいし、ずっと
持っていたいと思うかもしれません。けれどもかせきが何に役立つの
かがわかれば、またちがった感じかたができるかもしれません。かせ
きをけんきゅうするとはどういうことなのかをお話ししたいと思いま
す。

【対】小学生
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】２０名

48

子子どどももセセミミナナーー　　貝貝ののヒヒミミツツ　　～～貝貝殻殻かかららわわかかるるこことと～～
福井県立恐竜博物館　主事　中山　健太朗
３月７日（日）１４：００～１４：４０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　皆さんがよく目にする貝たちの貝殻にはいろいろなヒミツが隠され
ています。実際の貝殻をみながら、貝の名前の決め方や貝殻に残る
痕跡などといった貝たちのヒミツに迫ります。

【対】小学生
【申】ホームページ
２月７日（日）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】２０名

49

天天文文教教室室　　冬冬のの星星座座めめぐぐりり
３月１２日（金）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター　観察棟※曇雨天時はプラネ
タリウム
　冬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。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詳しく観望します。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きる教室です。

【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
２月１３日（土）～３月１０日
（水）
※ただし、定員になり次第、受
付終了
【料】無料
【定】４０名

福福井井県県自自然然保保護護セセンンタターー
大野市南六呂師１６９－１１－２
ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

福福井井県県立立恐恐竜竜博博物物館館
勝山市村岡町寺尾５１－１１
ＴＥＬ（０７７９）８８－０００１
ＦＡＸ（０７７９）８８－８７００
https://www.dinosaur.

pref.fukui.jp/
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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

50

＜＜共共催催＞＞
親親子子でで簡簡単単♪♪　　手手作作りり楽楽器器をを楽楽ししももうう！！
仁愛女子短期大学　教授　木下　由香
２月１３日（土）１０：３０～１２：００
【会】高浜公民館　多目的ホール
　自分で作った楽器を演奏することにより、様々な音に興味を持ち、
楽器を通して音と向き合い、子どもたちの創造性を育みます。演奏す
る楽しさも、音が出る嬉しさも手作りならでは♪

【対】２歳～５歳の未就学児の
親子
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
【料】無料
【定】１２組

高高浜浜町町高高浜浜公公民民館館
高浜町宮崎８６－２３－２
ＴＥＬ（０７７０）７２－７７２５
ＦＡＸ（０７７０）７２－２８７９
hidamari@town.takahama.fukui.jp

51

ちちょょっっととむむかかししのの暮暮ららしし展展　　～～洗洗濯濯編編～～
１２月１５日（火）～３月１４日（日）
【会】福井県立若狭歴史博物館　企画展示室
　洗濯のちょっとむかしの様子から現在までの様子を、洗濯に使わ
れてきた道具と共に紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３１０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

福福井井県県立立若若狭狭歴歴史史博博物物館館
小浜市遠敷２－１０４
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０

年

52

海海ののふふれれああいい教教室室
イイカカのの体体ののししくくみみをを知知っってておおいいししくく食食べべよようう！！
福井県海浜自然センター　職員
２月２１日（日）９：００～１２：００
【会】福井県海浜自然センター
　イカを解剖して体のしくみを観察した後に、イカを調理して試食しま
す。

【対】一般（小学生以下は保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円、イカ１杯５００円
【定】１６名

53

海海ののふふれれああいい教教室室
海海藻藻のの体体ののししくくみみをを知知っってておおいいししくく食食べべよようう！！
大島漁業協同組合　女性部長　子末　とし子
３月６日（土）９：００～１２：００
【会】福井県海浜自然センター
　海藻のしくみについて学習した後に、海藻を煮溶かして海藻ゼリー
を作ります。

【対】一般（小学生以下は保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
２月２６日（金）まで
【料】２００円
【定】１６名

54

海海ののふふれれああいい教教室室
海海藻藻おおししばばをを使使っっててスステテキキななカカーードドをを作作ろろうう！！
福井県海浜自然センター　職員
３月６日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県海浜自然センター
　赤、緑、茶色のカラフルな海藻を使ってカードを作ります。

【対】一般（小学生以下は保護
者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
２月２６日（金）まで
【料】１００円　送料別途
（作品を後日発送するための
郵送料が必要になります。
※福井県海浜自然センターま
で取りに来られる場合は不
要）
【定】１６名

55

フララワワーースストトララッッププづづくくりり
園芸ＬＡＢＯの丘　職員
２月７日（日）、１３日（土）各日１３：００～１４：３０
【会】園芸ＬＡＢＯの丘　科学実験室
　花びらにキラキラパーツをデコしてレジンで固めます。

【対】一般（小学生以下は保護
者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
【料】７００円
【定】１２名

園園芸芸ＬＬＡＡＢＢＯＯのの丘丘
美浜町久々子３５－３２－１
ＴＥＬ（０７７０）４７－６１６２
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１６３
engei-ken@pref.fukui.lg.jp

56

刀刀剣剣資資料料公公開開展展
１２月１８日（金）～３月２日（火）１０：００～１７：００
第２期　　１月１３日（水）～１月２９日（金）
第３期　　１月３０日（土）～２月１４日（日）
第４期　　２月１６日（火）～３月２日（火）
休館日：毎週月曜日
【会】敦賀市立博物館　３階展示室
　当館が所蔵する郷土ゆかりの刀剣を中心に、優れた刀剣や刀装
具など４期に分けて展示・紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は無
料）
【定】なし

敦敦賀賀市市立立博博物物館館
敦賀市相生町７－８
ＴＥＬ（０７７０）２５－７０３３
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１３１
museum@ton21.ne.jp

【【嶺嶺南南地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考

福福井井県県海海浜浜自自然然セセンンタターー
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
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TEL (0776)33-0278 

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

【発行】福井ライフ・アカデミー本部 〒918-8135福井市下六条町14-1福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）内  TEL 0776-41-4206 
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きねんかん

３３月月
がつ

親親子子
おやこ

工工作作
こうさく

実実験験
じっけん

教教室室
きょうしつ  

33月月77日日（（日日））1100時時～～1111時時  

1133時時3300分分～～1144時時3300分分  

会
かい

場
じょう

：福井市
ふくいし

治水
ちすい

記念館
きねんかん

 

対
たい

象
しょう

：3歳
さい

～小学生
しょうがくせい

の子
こ

どもと保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：申込
もうしこみ

先着
せんちゃく

順
じゅん

で、午前
ごぜん

・午後
ごご

各
かく

12家族
かぞく

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

  申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・メール（2/16から） 

問合
といあわ

せ：福井市
ふくいし

治水
ちすい

記念館
きねんかん

 

 福井市種池2-305 

TEL (0776)33-0278 

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

 

ナナババナナととベベーーココンンののピピザザづづくくりり  

畑畑
はたけ

ででナナババナナをを摘摘
つ

みみ取取
と

りり、、調調理理
ちょうり

ししてて食食
た

べべまますす。。  

22月月2200日日（（土土））1100時時3300分分～～1122時時3300分分  

会
かい

場
じょう

：園芸
えんげい

LABOの丘
おか

 

対
たい

象
しょう

：中学生
ちゅうがくせい

以下
いか

の子
こ

どもとその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：8組
くみ

 

料金
りょうきん

：700円
えん

（1組
くみ

あたり） 

申込
もうしこみ

：FAX・メール 

問合
といあわ

せ：園芸
えんげい

LABOの丘
おか

 

美浜町久々子35-32-1 

TEL (0770)47-6162 

FAX (0770)47-6163 

メール engei-ken@pref.fukui.lg.jp 
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子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ   

恐恐竜竜
きょうりゅう

のの足足跡跡
あしあと

をを残残
のこ

せせ‼‼  
33月月1144日日（（日日））1144時時～～1155時時3300分分  

会
かい

場
じょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対
たい

象
しょう

：4歳
さい

～小学生
しょうがくせい

以下
いか

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：8組
くみ

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ（2/14～2/21まで受付
うけつけ

） 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 

勝山市村岡町寺尾51-11 

TEL (0779)88-0001 

FAX (0779)88-8700 

ホームページ 

https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ 

子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ   

恐恐竜竜
きょうりゅう

のの森森
もり

フフォォトトフフレレーームムをを作作
つく

ろろうう！！  
33月月2288日日（（日日））1144時時～～1155時時3300分分  

会
かい

場
じょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対
たい

象
しょう

：4歳
さい

～小学生
しょうがくせい

以下
いか

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：8組
くみ

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ（2/28～3/7まで受付
うけつけ

） 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 

勝山市村岡町寺尾51-11 

TEL (0779)88-0001 

FAX (0779)88-8700 

ホームページ 

https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ 

  

QRコードを読
よ

み取
と

ると、「まなびぃ

ネットふくい」でイベントが見つか

るよ！！ 
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学学芸芸員員  徳徳満満とくみつ   悠悠ひさし  氏氏  中中世世はは都都市市のの時時代代とともも言言わわれれ、、日日本本列列島島各各地地ででささままざざままなな都都市市がが生生ままれれままししたた。。

若若狭狭でではは中中部部にに位位置置すするる小小浜浜、、近近江江ととのの国国境境にに位位置置すするる熊熊川川ががそそのの代代表表とといいええまま

すす。。ここれれらら都都市市にに対対ししてて、、地地域域をを支支配配ししたた武武士士たたちちははどどののよよううにに向向きき合合っったたののででししょょ

ううかか。。越越前前のの事事例例ににもも触触れれつつつつ、、成成長長すするる都都市市とと武武士士ととのの関関係係をを考考ええまますす。。  
福福井井県県立立若若狭狭歴歴史史博博物物館館  福福井井県県生生活活学学習習館館  

（（ユユーー・・アアイイ  ふふくくいい））  １１４４：：００００～～１１５５：：３３００  令令和和３３年年３３月月１１２２日日［［金金］］  



 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

       

２月 講演・講座一覧 福井ライフ・アカデミー ゆー・あいカレッジ  

日日  月月  火火  水水  木木  金金  土土  

休休館館日日  

◇◇こここころろのの相相談談    

        1133::0000～～1166::0000  

◇◇ひひととりり親親就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◇◇福福祉祉人人材材就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◇◇法法律律相相談談  1133::0000～～1166::0000  

休休館館日日  

休休館館日日  

◇◇ひひととりり親親就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◇◇福福祉祉人人材材就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

（（建建国国記記念念のの日日))  
休休館館日日  

◇◇創創業業相相談談  99::0000～～1166::4455  

（（天天皇皇誕誕生生日日))  
休休館館日日  

◇◇創創業業相相談談  

  99::0000～～1166::4455  

休休館館日日  

休休館館日日  

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載の

開館日・休館日等が変更となる場合がございます。

ご理解をお願いします。   ここののカカレレンンダダーーににはは、、「「ユユーー・・アアイイ  ふふくくいい」」「「若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターー」」でで
今今月月開開催催予予定定ののおおももなな行行事事をを記記載載ししててあありりまますす。。        印印はは次次のの講講演演やや講講座座ななどどをを表表ししてていいまますす。。          ●●      ……福福井井ラライイフフ・・アアカカデデミミーー          ●●((若若))……若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターーででのの講講座座          ★★      ……ゆゆーー・・ああいいカカレレッッジジ          ◇◇      ……女女性性活活躍躍支支援援セセンンタターー・・女女性性総総合合相相談談          ◆◆      ……そそのの他他                  ※※講講座座はは、、順順次次追追加加やや変変更更ががあありりまますす。。  

若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターー  
図図書書フフロロアア休休みみ  

若狭図書  学習センター 
開館日 

●●ふふるるささとと未未来来講講座座  

＜＜芸芸術術・・文文化化＞＞  

「「絵絵のの世世界界をを  

旅旅ししててみみよようう」」  

            1144::0000～～1155::3300  

●●ゆゆううああいいシシアアタターー⑥⑥  

「「紙紙屋屋悦悦子子のの青青春春」」  

  第第１１回回  1100::0000～～1122::0000  

  第第２２回回  1144::0000～～1166::0000  

●●ゆゆううああいいシシアアタターー⑥⑥  

「「紙紙屋屋悦悦子子のの青青春春」」  

  第第３３回回  1100::0000～～1122::0000  

  第第４４回回  1144::0000～～1166::0000  

★★指指導導者者養養成成講講座座  

「「ココロロナナ禍禍だだかかららここそそ  

  改改めめてて考考ええよようう！！  

  家家内内のの男男女女共共同同参参画画のの  

          現現状状とと課課題題」」  

            1133::3300～～1155::3300  

◇◇企企業業面面接接会会  

          1133::3300～～1166::0000  

（（ふふるるささととのの日日))  
●●((若若))ふふるるささとと未未来来講講座座  

＜＜地地域域づづくくりり＞＞  

「「どどううすするる!!??町町内内会会  

  ～～ここれれかかららのの地地域域  

        運運営営をを考考ええるる～～」」  

            1133::3300～～1155::0000  



福井
I.C

県立図書館
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バス停

フレンドリーバス
福井駅東口バス停
フレンドリーバス
福井駅東口バス停
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郵
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局

福
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鉄
道

158

８

Ｐ
Ｐ

ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館） 至敦賀→

小浜警察署

健康管理
センター

若狭高校
グラウンド

南川大橋

湯岡橋国道27号線

小浜
I.C

小浜市民
体育館

センター案内板

※ＪＲ小浜駅から徒歩15分程度かかります

小浜小学校 関西電力 Loove

←至舞鶴

N
南　
　
　
　
　

川

Ｐ
福 井 県 立
若 狭 図 書
学習センター

福井県生活学習館 ユー・アイ ふくい
TEL．0776－41－4200　FAX．0776－41－4201

〒918-8135　福井市下六条町 14－1

開館時間／９：00～21：00（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

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　

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

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） まなびぃネットふくい で検索を！

講座
の情報は


