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若狭へ
同時配信

若狭図書学習センターでユー・アイ
ふくいの講座を同時視聴できます。
講師への質問も可能です。

Y o uT ub e

録画配信

YouTubeによる配信を行います。
ご自宅などでの受講が可能です。

（若狭図書学習センターの所在地は本冊子裏面をご覧ください。）
（若狭図書学習センターの所在地は本冊子裏面をご覧ください。）

会場
ユー・アイ

ふくい

申込み

日時

ユー・アイ
→申込み方法は２ページを
ふくいへ

ご覧ください。

６月４日（金）
５日（土）

ゆうあいシアター②
上映スケジュール

『ふるさとーＪＡＰＡＮ』
第１２回リヨン・アジア映画祭「アニメーション部門」
「子ども映画部門」でグランプリをＷ受賞した名作「ふ
るさと―ＪＡＰＡＮ」を上映します。東京下町を舞台とし
た子どもたちと女性教師の心の触れ合いを、美しい
童謡と日本の名曲を交えながら描きます。見る人の
心を揺さぶる感動作です。

第１回…４日（金）１４：００～１５：４５
第２回…４日（金）１９：００～２０：４５
第３回…５日（土）１０：００～１１：４５
第４回…５日（土）１４：００～１５：４５
※同じ作品を４回上映します。

【要申込（６月３日まで）】
定員 映像ホール 各回先着６０名

入場無料

会場
ユー・アイ

ふくい

若狭へ
同時配信

Y o uT ub e

録画配信

申込み
ユー・アイ
→申込み方法は
ふくいへ

ふるさと未来講座「現代社会」①

２ページを
ご覧ください。

『新型コロナウイルス感染症から
私たちが学んだこと』

日時

６月１２日（土）
１４：００～１５：３０

講師 福井大学病院
感染症膠原病内科・感染制御部
教授 岩﨑 博道

【要申込（６月１１日まで）】
昨年の年明けから、新型コロナウイルス感染症の
ニュースを目にしない日はありません。福井県内が
危機的状況にあった第１波の2020年４月上旬、何
が起きていたのか？はじめて経験する新しい感染
症に医療現場ではどのように立ち向かってきたの
か？現在どこまでこの感染症が理解されてきたの
か？そして、今後の見通しは？
この講演会が開催される2021年６月に我が国が
そして福井県がどのような状況にあるのか予測は
難しいのですが、収束に向かっていることを期待し
つつ、新型コロナウイルス感染症の最新情報につ
いて分かりやすく解説するとともに、様々な感染症
を予防するためのヒントをお示します。

定員 映像ホール
YouTube限定録画配信

先着６０名
先着５０名

（配信期間
（配信期間 6/13～6/27）
6/13～6/27）

若狭図書学習センター 先着１５名
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会場
ユー・アイ

ふくい

若狭へ
同時配信

申込み
ユー・アイ
→申込み方法は下欄を
ふ く いへ

日時

６月２５日（金）
１４：００～１５：３０

ご覧ください。

ふるさと未来講座「地域づくり」①

『ピンチをチャンスに
～越前水仙の里～
「新しい力」の連鎖で未来を』

講師 株式会社Ex SATOYAMA
代表取締役 山内 孝紀

【要申込（６月２４日まで）】
福井県の冬の風物詩であり、重要文化的景観に
も選定された県花「越前水仙」ですが、地元の現状
は厳しいです。過疎高齢化や獣害という重い課題
が立ちはだかり、壊滅寸前の畑が年々広がってい
ます。どう乗り越え、未来を拓いていけるのか。住民
たちと対策の小さな一歩を踏み出した延長に、産
学官民連携による地域創生事業が動き始めていま
す。

定員 映像ホール
先着６０名
若狭図書学習センター 先着１５名

申込み
ユー・アイ
ふ く いへ

の場合

【FAX・メール内容】
●タイトル「講座名」第○回
【問合せ先】 福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい） ●お名前・ふりがな
●年齢
〒918-8135 福井市下六条町14-1
●受講会場・方法（会場・方法が複数の講座のみ）
TEL 0776-41-4206 FAX 0776-41-4201 ●お電話番号
メール：f-manabi@pref.fukui.lg.jp
●お住いの市・町
●メールマガジン配信ご希望の有無
【申込み方法】 ＊下記のいずれかの方法で
（ 希望 ・ 登録済み ・ なし ）
①ま
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
電話
③Ｆ
ＦＡＸ
④メ
メール
⑤窓
窓口直接

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・延
延期・中止となる場合があります。ご理解をお願いします。
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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。

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、
変更・延期・中止となる場合があります。ご理解をお願いします。

【 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

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
写真展 足羽山の情景
【料】１００円（高校生以下、
４月２９日（木・祝）～６月２２日（火）
７０歳以上、障がい者手帳を
1
【会】福井県立歴史博物館 エントランス
お持ちの方とその介護者１名
近現代を中心に足羽山の写真を展示します。
は無料）
福井県立歴史博物館
【定】なし
福井市大宮２－１９－１５
ＴＥＬ（０７７６）２２－４６７５
【対】一般
ふくい歴博講座 なぜ「福井県」になったのか －形と名前 【申】電話
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４
に注目して－
【料】講座のみ無料（常設展
福井県立歴史博物館 学芸員 伊藤 大生
一般１００円、高校生以下、
2 ５月１５日（土）１４：００～１５：３０
７０歳以上、障がい者手帳を
【会】福井県立歴史博物館 講堂
お持ちの方とその介護者１名
現在の形や名前となった福井県について、当時の経緯などを紹介
は無料）
します。
【定】８０名

遺跡見学会 一乗谷遺跡ウォーク 朝倉館・庭園編
５月１６日（日）１３：３０～１５：３０
3 【会】一乗谷朝倉氏遺跡

資料館職員の案内のもと、戦国時代の城下町・一乗谷朝倉氏遺
跡をブラ散歩しましょう！
朝倉館・庭園編…朝倉館・庭園跡周辺を歩きます。

【対】一般
【申】電話・メール・窓口
【料】無料
【定】３０名

いきいき消費者フォーラムｉｎ２０２１講演会
暮らしに役立つ行動経済学
大阪大学 感染症総合教育研究拠点 特任教授 大竹 文
【対】一般
雄
【申】電話・ＦＡＸ
4 ５月２９日（土）１３：２０～１５：００
【料】無料
【会】アオッサ ８階 県民ホール
「行動経済学」とは、人が必ずしも合理的な行動をするとは限らな 【定】２５０名
いことに注目した経済学です。コロナ禍におけるあり方なども含め、
私たちが暮らしの中で行っている行動に当てはめて、わかりやすく
お話ししていただきます。

一般特集コーナー 災いから身を守る
３月３日（水）～５月５日（水・祝）
（平日）９：００～１９：００、（土日祝）９：００～１８：００
5 休館日：４月２６日（月）、３０日（金）
【会】福井県立図書館 テラス前
東日本大震災から１０年が経ち、この間も豪雪やコロナなどの災
いに見舞われてきたことから、自然災害や疫病などの災いから自分
を守るためのヒントとなる本を特集します。

こどもの読書週間記念企画 脇明子さん講演会
ファンタジーを描く ～マクドナルドとセ ンダック、海を越え、
時 を 超 え た 共演
6 評論家・翻訳家 脇 明子
５月１６日（日）１４：００～１６：００
【会】福井県立図書館 多目的ホール
ルイス・キャロル、ジョージ・マクドナルドなどを取り上げ、ファンタ
ジー文学の魅力などについてお話しいただきます。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館
福井市安波賀町４－１０
ＴＥＬ（０７７６）４１－２３０１
ＦＡＸ（０７７６）４１－２４９４
asakura@pref.fukui.lg.jp

消費者総合フォーラム・交流展
実行委員会
福井市手寄１－４－１ アオッサ
７階
福井県消費生活センター内
ＴＥＬ（０７７６）２２－１１０２
ＦＡＸ（０７７６）２２－８１９０

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし
福井県立図書館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
【対】中学生以上
【申】電話・メール・貸出返却
カウンター・郵送
【料】無料
【定】先着７０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
特集展示 ふるさとの花と文学
３月２６日（金）～７月１４日（水）
7
【会】福井県ふるさと文学館
福井の花にゆかりのある文学作品を紹介します。

特集展示 かこさとし展（仮）
４月１７日（土）～７月１４日（水）
8
【会】福井県ふるさと文学館
加古里子の命日にちなみ、作品を紹介します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

伊藤柏翠生誕１１０年記念特集展示
４月１７日（土）～７月１４日（水）
9 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
俳人、伊藤柏翠の生誕１１０年を記念し、その生涯や作品を紹介し
【定】なし
ます。

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
bungakukan@pref.fukui.lg.jp

新収蔵品展
４月２４日（土）～６月１３日（日）
10 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
三好達治の愛用品や石川九楊校正原稿、山本和夫の約３０００点 【料】無料
の寄贈資料など、新たにふるさと文学館に収蔵された貴重な資料を 【定】なし
展示します。

福井大学公開講座
小型コンピュータを使って機械学習を体験してみよう！
福井大学大学院工学研究科 講師 川上 朋也
５月２９日（土）、３０日（日） 両日とも９：３０～１２：３０
11 【会】福井大学文京キャンパス 工学系３号館３３１Ｍ講義室

【対】高校生以上
【申】FAX、郵送、ホームペー
ジ
４月２７日（火）AM９：００～
機械学習が近年注目されており、本講座では画像分類などの入 ５月２３日（日）
門的な実習を行います。機械学習のプログラムは小型コンピュータ 【料】無料
のＲａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ上で実行し、コンピュータの遠隔での操作方法も 【定】先着１０名
学びます。
※２回連続講座です。

福井大学公開講座
頭が良くなる!? 囲碁入門こうざ
福井大学大学院工学研究科 准教授 髙橋 一朗
５月２９日（土） ９：３０～１１：００、１１：００～１２：３０、１３：
３０～１５：００、１５：００～１６：３０
12 【会】福井大学文京キャンパス 工学系１号館１１８Ｍ､１１９Ｓ
講義室

【対】一般
【申】FAX、郵送、ホームペー
ジ
４月２７日（火）AM９：００～
５月２３日（日）
囲碁はルールがシンプルで親しみやすいゲームです。一緒にやっ 【料】無料
てみませんか？初めての方、小さなお子様でもだいじょうぶ、ていね 【定】各回先着１０名
いに説明します。囲碁の歴史コーナーや対局コーナーなど盛りだく
さんです。

福井大学公開講座
原子力災害に備える
福井大学附属国際原子力工学研究所 教授 安田 仲宏
５月２９日（土）、６月５日（土）、１２日（土）、１９日（土）、２６
日（土） 各回１７：００～１８：００
13 【会】福井大学敦賀キャンパス 第１講義室

【対】高校生以上（メールで連
絡が取れる方限定）
【申】ホームページ
４月２８日（水）AM９：００～
原子力災害時の対応に関する標準テキストをもとに、放射線の基 ５月２３日（日）
礎から事故の時に気をつけること、防災体制はどうなっているか、 【料】無料
汚染検査や除染、安定ヨウ素剤の役割などについて講義とグルー 【定】先着２０名
プワークにより学びます。
※５回連続講座です。
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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（問合
せのみ）
https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
course/

【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 感染症の予防策 ～ワクチンの効果
を 含 めて ～
【対】一般
県民健康センター 所長 松田 一夫
【申】不要
14 ５月８日（土）１５：００～１６：００
【料】無料
【会】県民健康センター
【定】６０名
日本でも新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。新型
コロナのみならず感染症予防のために何が重要か、お話しします。

ドイツ語カフェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会 福住 篤
15 ５月２２日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館

【対】一般
【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

主催・問合せ・申込先 等

(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
tea12chako@yahoo.co.jp

います。ドイツ版ボードゲームを楽しみましょう。

福井古文書を読む会
５月１２日（水）、２６日（水）毎月第２・第４（水） 両日とも
16 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。

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
17 ５月２５日（火）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）５４－３２１２

【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

主催・問合せ・申込先 等

＜共催＞
光と健康、光と視覚 ～生産性の高い生活をおくるための
照明の使い方～
福井大学 教授 明石 行生
５月２６日（水）１３：３０～１５：００
18 【会】あわら市中央公民館 多目的ホール

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
ヒトの目には、明るい所で働く、暗い所で働く、色を見分ける、生体 【定】２０名

リズムを刻むなどの様々な役割に対する光センサーがあります。そ
れらのセンサーは、波長に対する感度が違っている上、年齢などに
よる個人差があります。視覚の個人差を考慮して、ヒトが健康で生
産性の高い生活をおくるための光と照明の使い方を紹介します。

＜共催＞
万華鏡と数学 ～ちょっと「脳トレ」してみませんか？～
福井大学 教授 古閑 義之
６月１０日（木）１３：３０～１５：００
19 【会】あわら市中央公民館 多目的ホール
前半は、万華鏡の原理とその背景にある数学の概念について説
明します。後半は実際に立体万華鏡を見ながら、多面体を工作する
実習を行う予定です。立体万華鏡をもとに数学の考え方に触れま
しょう！

＜共催＞
健康は笑いから
トーク芸人 岡田 純平
５月１５日（土）１３：３０～１５：００
20 【会】高椋コミュニティセンター たかむく古城ホール
漫談や芝居、歌を通して、普段の生活に多くの笑いを取り入れる
ことが、脳の活性化や周囲を癒していくことに繋がることを教えてく
れます。
楽しみながら、健康の大切さを学べる講座です。

緑の教室
庭木の剪定と施肥
福井県造園高等職業訓練校 副校長 東野 幸雄
21 ５月８日（土）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
マツと広葉樹の剪定方法と施肥のポイントを学びます。（園内の実
演あり）

緑の教室
果樹の手入れ（初夏から秋まで）
元 福井県園芸試験場 場長 小川 晋一郎
22
５月３０日（日）１３：３０～１５：３０
【会】福井県総合グリーンセンター 緑の相談所
摘果と病害虫の防除方法を学びます。

6

あわら市教育委員会
文 化学 習 課
あわら市市姫３－１－１
ＴＥＬ（０７７６）７３－８０４１
ＦＡＸ（０７７６）７３－１３５０
bunka@city.awara.lg.jp
【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】２０名

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】１３０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

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】先着３０名
福井県総合グリーンセンター
坂井市丸岡町楽間１５
TEL（０７７６）６７－０００２
green-c@pref.fukui.lg.jp
【対】一般
【申】電話
５月１３日（木）から受付
【料】無料
【定】先着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

参加申込・対象 等

特別展 校章展
５月２１日（金）～７月４日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
休館日：月曜日
23 【会】福井県教育博物館 多目的室、廊下

【対】一般
【申】不要
【料】無料
今回の特別展では、県内の学校の「校章」のデザインやその由来 【定】なし

を紹介します。来館されたみなさんの母校を再発見し、各校が世代
を超えて伝えてきた子どもたちへの思い、地域の思いを感じ取ってく
ださい。

主催・問合せ・申込先 等

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
ed-muse@pref.fukui.lg.jp

パソコン入門講座
嶋崎 忠良
毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
24 【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
25 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
【料】3,000円／月（原則として 坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
３か月前納）、資料代1,000円 ＴＥＬ（０９０）４６８８－７１４５
【定】各２６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）
26 ５月９日（日）１０：００～１２：００
【会】福井空港 会議室

【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
セスナ機で米国西海岸の空を飛ぶ。米国西海岸ＬｉｖｅＡＴＣを聴き 【定】なし

ながら航空図読みを行います。米国西海岸の空が楽しくなります。

（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
a319855@gmail.com
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【 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
天文教室 春の星座めぐり ～一等星を探そう～
５月３日（月・祝）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟
春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

27 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。
※明らかな荒天予報の場合には、前日１５時頃に中止決定を電話
連絡します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】小学４年生以上（中学生
以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
※ただし、定員になり次第締
め切ります。
【料】無料
【定】３０名

自然観察会 春の六呂師高原観察ウォーク ～氷河期の
生き残り！ミツガシワを見よう～
５月８日（土）１０：００～１５：００
【会】六呂師高原周辺

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
28 春先、妻平湿原は、一面、真っ白に咲くミツガシワで彩られます。 ※ただし、定員になり次第締
氷河期の生き残りと言われているミツガシワが群生するこの湿原は め切ります。
県内有数の生息地です。高原の風にふかれて六呂師高原の眺望を
【料】無料
楽しみながら、地形の成立ちを考え、そこに生息する生きものたちを
【定】３０名
福井県自然保護セ ンター
観察します。
大野市南六呂師１６９－１１－２
※少雨決行、荒天時は翌日に延期
ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
【対】一般（中学生以下は保 sizen-ci@pref.fukui.lg.jp
愛鳥教室 福井によみがえったコウノトリ
護者同伴）
５月２２日（土）１０：００～１５：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
29 【会】越前市白山地区周辺
※ただし、定員になり次第締
コウノトリの生態や福井県での歴史などについて県職員の講演を
め切ります。
聞きます。その後、野外で活動するコウノトリをルールを守りながら
【料】５０円（保険料）
じっくり観察します。
【定】２５名

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
４月２７日（火）から受付
30 この日は日本全国で皆既月食が起こります。また、この日の月は
なんとスーパームーンです。望遠鏡や双眼鏡で楽しく月食観望しま ※ただし、定員になり次第締
す。
め切ります。
※荒天時は、プラネタリウム上映や月食についての講話を実施しま 【料】無料
す。
【定】４０名
特別観望会 皆既月食を見よう
５月２６日（水）１９：００～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟
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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

子どもセミナー 足跡の正体を解き明かそう
福井県立恐竜博物館 主事 築地 祐太
５月９日（日）１４：００～１４：４０
31 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】小学生とその保護者
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
獣脚類や竜脚類、鳥脚類はそれぞれのグループで個性的な特徴
要）
を持っていますが、それは足跡の形にも表れています。様々なグ
ループの足跡と足の骨を見比べながら、どのグループの恐竜がど 【定】３０名
んな足跡を残すのか解説していきます。

博物館セミナー フクイティタンの前肢と後肢の復元
福井県立恐竜博物館 研究員 関谷 透
５月１６日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
32 フクイティタンを命名する元になった化石には、前肢と後肢を構成 【料】無料（ただし観覧料が必
する骨のうち半分ほどが見つかっています。福井県で発見されてい 要）
る足跡化石や、近い種類の化石も参考にして、前肢と後肢を復元し 【定】３０名
ました。どのように研究して製作したのかをご紹介します。注意：や
や専門的な説明を含みます。

子どもセミナー まちの化石探し —建物の中にある化石を
見 つ け よう
福井県立恐竜博物館 主事 安里 開士
５月２３日（日）１４：００～１４：４０
33 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

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

【対】小学生とその保護者
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
まちにある建物には、たくさんの石材が使われています。その中 要）
には化石が入っていることがあり、見つけるにはちょっとしたコツが 【定】３０名
必要です。福井駅近くの建物写真をみながら、一緒に建物の化石を
見つけてみましょう。

博物館セミナー 貝類からみる地層のできかた
福井県立恐竜博物館 主事 中山 健太朗
６月１３日（日）１４：００～１５：３０
34 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
５月１３日（木）から受付
地層からよく見つかる貝類化石には、様々な情報が詰まっていま 【料】無料（ただし観覧料が必
す。その情報を読み解くことで、貝類が生息していた環境や地層が 要）
できるまでの過程を推測することができます。貝類の生態から化石 【定】３０名
層のでき方までをご紹介します。
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【 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

【対】一般
【申】不要
【料】３１０円
（高校生以下、満７０歳以上、
令和２年度に県の文化財に指定された文化財や、新しく博物館に 障がい者手帳等をお持ちの
収蔵された文化財について紹介します。
方とその介護者１名は無料）
【定】なし

テーマ展「新指定・新収蔵文化財展」
４月２９日（木・祝）～５月３０日（日）
35 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室

わかはく講座 「大音家文書」の魅力 ─若狭の海村文書
が語る８００年の歴史─
熊本大学大学院 教授 春田 直紀
36 ５月１６日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂
令和２年度に国の重要文化財に指定された「大音家文書」につい
て、その内容や特徴などを紹介します。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】２５名

福井県立若狭歴史博物館
小浜市遠敷２－１０４
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
wakahaku@snow.ocn.ne.jp(申込
専用）

【対】一般
【申】不要
【料】３１０円（高校生以下、満
７０歳以上は無料、障がい者
わかはく講座「『大音家文書』の魅力」と連動して、昨年度国の重
手帳等をお持ちの方とその介
要文化財に指定された大音家文書から若狭の「浦」の様子を伝える
護者１名は無料）
古文書を紹介します。
【定】なし

特別公開 大音家文書の世界
５月８日（土）～５月２８日（金）
37 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室

祭りの面と衣装
４月２８日（水）～６月１日（火）１０：００～１７：００
休館日：５月３日を除く毎週月曜日、５月６日
38 【会】敦賀市立博物館 ２階展示室

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
敦賀市立博物館に寄託・寄贈されている祭りに使用されてきた面 無料）
や衣装を展示し、長く守り伝えられてきた郷土の伝統文化について 【定】なし
紹介します。

南画の世界
５月８日（土）～６月１１日（金）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日
39 【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）
日本絵画のジャンルのひとつである「南画」は、中国に由来しま
す。中国文人の思想に憧れた日本の画家が描く、南画の世界をご 【定】なし
覧ください。

敦賀市立博物館
敦賀市相生町７－８
ＴＥＬ（０７７０）２５－７０３３
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１３１
museum@ton21.ne.jp

敦賀の鷹絵師・橋本長兵衛とその画系
６月１２日（土）～７月６日（火）１０：００～１７：００
40 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）
敦賀ゆかりの鷹絵師・橋本長兵衛とその画系とされる橋本仙渓の
【定】なし
作品をご紹介します。

トルコキキョウの植付け体験
園芸ＬＡＢＯの丘職員
41 ５月２日（日）、３日（月・祝）、８日（土）各回１０：００～
【会】園芸ＬＡＢＯの丘 工芸体験室

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】５００円
夏の花「トルコキキョウ」の苗（３本）をプランターに植えてお持ち帰
【定】各回先着３０名
りいただきます。
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園芸ＬＡＢＯの丘
美浜町久々子３５－３２－１
ＴＥＬ（０７７０）４７－６１６２
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１６３
engei-ken@pref.fukui.lg.jp

【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

しんがた

かんせん かく だい

ぼうし

とう

こ

こうざ

へんこう

TEL 0776-41-4206

えんき

ちゅうし

ばあい

※新型コロナウイルスの感染拡大防止等のため、
「子どもニュース」の講座が変更・延期・中止になる場合が
くわ

といあわ

さき

かくにん

ねが

あります。詳しくは、それぞれのお問合せ先へ確認してください。よろしくお願いします。

こ
ぜんき

ぶどう

がくえん

前期 武道学園
かい

じゅうどう

かい

きゅうどう

けんどう

からて

よる

40回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜
じゅう けんどう

すもう

20回コース：弓道・なぎなた昼・銃剣道・相撲
4 月 11 日（日）～9 月 26 日（日）
きゅうどう きょうしつ

※弓道教室は 4 月 11 日（日）～6 月 27 日（日）
か い じょう

ふくい

けんりつ

しょうがく

ねんせい

しょうがく

ねんせい

いっぱん

かくきょうしつ

こと

定員：各教室によって異なる
りょうきん

かい

かい

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

てすうりょう

えん

スポーツ安全保険料等、手数料20円
もうしこみ

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

ふくい

けんりつ

ほん

※休館日：4/19（月）
、26（月）
、30（金）
5/6（木）
、10（月）
、17（月）
ふくい

けんりつ

としょかん

こ

しつ

会 場 ：福井県立図書館 子ども室
た い しょう

ちゅうがくせい

対 象 ：中学生まで
ていいん

りょうきん

定員：なし

料金：無料

もうしこみ

むりょう

でんわ

申込：電話・メール・カウンター
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

まどぐち

申込：福井県立武道館 窓口
といあわ

こ

4 月 17 日（土）～5 月 19 日（水）
（平日）9 時～19 時、
（土日祝）9 時～18 時

か い じょう

きゅうどう

対 象 ：小学１年生（弓道は小学5年生）から一般
ていいん

子ども室特集コーナー
「2020年にでた子どもの本」

ぶどうかん

会 場 ：福井県立武道館
た い しょう

とくしゅう

ねん

どう

ひる

しつ

福井市下馬町 51-11

ぶどうかん

問合せ：福井県立武道館

TEL (0776)33-8860

福井市三ツ屋町 8-1-1

メール tosyokan@pref.fukui.lg.jp

TEL (0776)26-9400

ホームページ

FAX (0776)26-9401

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

メール budoukan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/budoukan/index.html

ゴールデンウィーク
アート・ワークショップ
づく

「オリジナル・エコバッグ作り」
5 月 1 日（土）
、2 日（日）①10 時～ ②14 時～
5 月 3 日（月・祝）10 時～
か い じょう

ふくいけん きょういく はくぶつかん

ちゅうがくせい

いか

しょうがく

ねんせい

いか

かくかい

どうはん

むりょう

料金：無料
といあわ

5 月 2 日（日）～4 日（火・祝）10 時～16 時
かい じょう

もうしこみ

ふくい

けんりつ いちじょう だに あさくら し

いせき

しりょうかん

会 場 ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
いちじょう だに あさくら し

いせき

一乗谷朝倉氏遺跡
たい しょう

しょうちゅうがくせい

ほごしゃ

対 象 ：小中学生 とその保護者
ていいん

ふくいけん きょういく はくぶつかん

問合せ：福井県教育博物館
坂井市春江町江留上緑 8-1
TEL (0776)58-2250
ホームページ https://www.fukui-educate.jp/museum/

すべ

ほごしゃ

かた

しりょうかん

かんらんりょう

ひつよう

方は資料館の観覧料（100 円）が必要）
といあわ

でんわ

申込：電話

むりょう

料金：無料（全てのミッションをクリアするには保護者の

めい

定員：各回10名
りょうきん

いちじょうだにせんごく

りょうきん
ほごしゃ

対 象 ：中学生以下(小学4年生以下は保護者同伴)
ていいん

ミッションをクリアしよう！
めざせ！一乗谷戦国マスター！！

定員：なし

たもくてきしつ

会 場 ：福井県教育博物館 多目的室
た い しょう

キッズミュージアム

ふくい

けんりつ いちじょう だに あさくら し

いせき

しりょうかん

問合せ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
福井市安波賀町 4－10
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/
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きょうしつ

こ

ヒマワリのタネまき教室
も

かえ

おやこ

持ち帰って育てます。
なつやす

かんさつ

さいてき

きょうしつ

子ども工作教室

そだ

夏休みの観察に最適！

こうさく

かせき

親子で化石のレプリカをつくろう！
5 月 30 日（日）14 時～15 時
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

5 月 8 日（土）
、9 日（日）10 時～、13 時～

会 場 ：福井県立 恐竜 博物館 実習室

か い じょう

対 象 ：4歳～小学３年生とその保護者

えんげい

おか

会 場 ：園芸ＬＡＢＯの丘
た い しょう

ちゅうがくせい

いか

こ

ていいん

ほごしゃ

対 象 ：中学生以下の子どもとその保護者
ていいん

かくかい

せんちゃく

めい

ねんせい

ほごしゃ

定員：15組
りょうきん

むりょう

かんらんりょう

ひつよう

うけつけ

申込：ホームページ（4/30（金）から受付）

ふよう

といあわ

とうじつ うけつけ

えんげい

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

申込：不要（当日受付）
といあわ

しょうがく

くみ

もうしこみ

むりょう

料金：無料
もうしこみ

さい

料金：無料（ただし観覧料が必要）

定員：各回 先着50名
りょうきん

た い しょう

おか

勝山市村岡町寺尾 51-11

問合せ：園芸ＬＡＢＯの丘
美浜町久々子 35-32-1

TEL (0779)88-0001

TEL (0770)47-6162

FAX (0779)88-8700

FAX (0770)47-6163

ホームページ

メール engei-ken@pref.fukui.lg.jp

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

こ

こうさく

きょうしつ

子ども工作教室
おやこ

かせき

親子で化石のレプリカをつくろう！
6 月 20 日（日）14 時～15 時
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
りょうきん

むりょう

かんらんりょう

ひつよう

料金：無料（ただし観覧料が必要）
もうしこみ

うけつけ

申込：ホームページ（5/20（木）から受付）
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
ホームページ
https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

よ

と

QR コードを読み取ると、
「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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福井ライフ・アカデミー

ゆー・あいカレッジ

５月 講演・講座一覧
日

月

火

水

木

金

1

※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。

2

3

（憲法記念日)

4

（みどりの日)

土

5

（ こど もの日 )

6

7

8

休館日
◇こころの相談
13:00～16:00

10

9

11

12

13

14

15

21

22

休館日
◇ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約）
◇創業相談
9:00～16:45（要予約）

16
休館日

17

18

19

◇福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約）

20

休館日

若狭図書
学習センター
開館日

23

◇創業相談
9:00～16:45（要予約）
◇法律相談 13:00～16:00

24
休館日

25

26

27

若狭図書学習
センター

28

図書フロア休み

29

★キャリアアップ応援講座
13:00～16:00

◇ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約）
◇福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約）

フレンドリーバス
運休日

30

31
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。

●
…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。

�

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。

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

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！

