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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
○ゆうあいシアター「ふるさと ―ＪＡＰＡＮ」
○新型コロナウイルス感染症から私たちが学んだこと
○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

福井ライフ・アカデミー本部
写真：池田町
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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

申込み

ユー・アイ

ユー・アイ
ふくいへ

ふくい

日時

→申込み方法は３ページを
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 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名

入場無料
こちらからも申込み可能です。

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」福井①

３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 ユー・アイ ふくい
若狭図書学習センター
YouTube録画配信

先着６０名
先着１５名
先着５０名

（配信期間 6/13～6/27）
6/13～6/27）
（配信期間

こちらからも申込み可能です。
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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３ページを
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」福井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 ユー・アイ ふくい
若狭図書学習センター

先着６０名
先着１５名

こちらからも申込み可能です。

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３ページを
ふくいへ

ご覧ください。

日時

７月６日（火）
１４：００～１５：３０

ふるさと未来講座「経済・産業」福井①

『人々の幸せ（ウェルビーイング）を目指す
国づくり・地域づくりの展開』

講師 福井県立大学 地域経済研究所
准教授 高野 翔

【要申込（７月４日まで）】
ブータン王国をはじめとする様々な国々で、従
来の経済指標では捉え切れなかった「人々の幸
せ（ウェルビーイング）」を国家目標に据える試み
がなされています。世界の挑戦の潮流をおさえる
とともに、福井での幸せに関する調査結果から見
えてきた、日本・福井における幸せ政策の現在地
と展開の可能性についてお話しいただきます。

定員 ユーアイ ふくい
若狭図書学習センター

先着６０名
先着１５名

こちらからも申込み可能です。
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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

７月１３日（火）
１０：００～１１：３０

ご覧ください。

ふるさと未来講座「自然科学」福井①

『福井を襲う内陸型（活断層型）地震
-避けられない地震災害に備えて-』

講師 福井大学 教育学部
教授 山本 博文

【要申込（７月１１日まで）】
福井は全国的に見ても活断層が
密集する地域の一画に位置してい
ます。
活断層が動くとき、非常に激しい
揺れ（地震動）が、突然、襲ってき
ます。
講演では、活断層について、また
地震の備えについて、紹介します。

定員 ユー・アイ ふくい
若狭図書学習センター

先着６０名
先着３０名

こちらからも申込み可能です。

申込み

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

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。
3

※ 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 】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

【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
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
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４
【申】不要
写真展 高校総体１９６７
【料】１００円（高校生以下、
６月２４日（木）～９月２１日（火）
2
７０歳以上、障がい者手帳を
【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
昭和４２年に福井県で開催された高校総体の写真を展示します。
は無料）
【定】なし

特集展示 ふるさとの花と文学
３月２６日（金）～７月１４日（水）
3
【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。

没後３年加古里子特集展 加古里子とこどもたち
４月１７日（土）～７月１４日（水）
4
【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。

【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年記念展示
４月１７日（土）～７月１４日（水）
5 【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。

新収蔵品展
４月２４日（土）～６月１３日（日）
6 【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 【定】なし
の一部を展示します。

ジ ュ ニ ア 文 学カ フ ェ 現代 俳 句入 門
６月５日（土）１０：３０～１２：００
俳人 中内 亮玄
7 【会】県立図書館 多目的ホール
俳句入門講座を開催します。参加をご希望の方は、５月２３日
（日）までに俳句を二句、ふるさと文学館までご提出ください。（メー
ル・ＦＡＸ可）

4

【対】中学生～高校生
【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

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

【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

伊藤柏翠生誕１１０年記念文学講座
天性の俳人伊藤柏翠と、愛子の生涯
６月１３日（日）１４：００～１５：３０
8 伊藤柏翠俳句記念館 館長 山岸 世詩明
【会】県立図書館 多目的ホール

【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
伊藤柏翠の直弟子である山岸氏に、柏翠、森田愛子、高浜虚子と
福 井県 ふ る さ と 文 学 館
【定】５０名
の思い出や句の解説、後世に与えた影響などを語っていただきま
福井市下馬町５１－１１
す。
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６６
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８６１
bungakukan@pref.fukui.lg.jp
夏季企画展 かこさとしの世界展
【対】一般
７月１６日（金）～９月２０日（月・祝）
【申】不要
9 【会】福井県ふるさと文学館
【料】無料
少年時代の創作物から代表作の「だむのおじさんたち」「だるま
ちゃん」シリーズなどの原画や下絵を通して、かこ氏の深い想いにも 【定】なし
迫りながら、楽しく発見に満ちた世界を展示します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
福井県立すこやかシルバー病院一般研修 認知症の方と 必要）
【料】無料
のコミュニケーション
【定】２０名
福井県立すこやかシルバー病院 看護師長 荒井 岐枝
【備】座席指定
10 ６月４日（金）１３：３０～１５：００
体調不良の方、検温で３７.０
【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、コミュニケーションのポイント等について説明 ℃以上の方は入場できませ
します。
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。
【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
福井県立すこやかシルバー病院一般研修 脳を活性化さ
【料】無料
せ よう
【定】２０名
福井県立すこやかシルバー病院 作業療法士 内藤 明美
11
【備】座席指定
６月１１日（金）１３：３０～１４：１０
体調不良の方、検温で３７.０
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
℃以上の方は入場できませ
心と体を元気にする活動を実演します。
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。
【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
福井県立すこやかシルバー病院一般研修 認知症の基礎
【料】無料
知識と対応のポイント
【定】２０名
福井県立すこやかシルバー病院 看護師 藤田 貴子
12
【備】座席指定
６月１８日（金）１３：３０～１５：００
体調不良の方、検温で３７.０
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
℃以上の方は入場できませ
認知症の原因疾患、症状、対応等について説明します。
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

福井県立すこやかシルバー病院一般研修 認知症の方へ
の食事提供
福井県立すこやかシルバー病院 管理栄養士 田中 あゆ
13 み
６月２５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
認知症高齢者への食事提供の工夫等について説明します。

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
ＦＡＸ（０７７６）９８－２７９３

【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。

5

【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

ふくいきらめきフェスティバル２０２１ 記念講演
今こそチェンジ！自分の力、みんなの力 ～無意識のジェ
ンダー・バイアスを克服する～
東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院
准教授 治部 れんげ
14 ６月１９日（土）１３：００～１５：２０
【会】メイン会場 福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）
サテライト会場 パレア若狭<メイン会場からライブ中継>

参加申込・対象 等

【対】一般
【申】電話・メール・ホーム
ページ
【料】無料
【定】メイン会場 ３００名
サテライト会場(若狭) ２００
東京工業大学准教授の治部れんげ氏による記念講演会を行いま 名

す。身近なドラマやCM等に隠れたジェンダー・バイアス。それらを知
り、克服し、日常の中で周囲の人とのコミュニケーションを通じて社
会を変えていくヒントを手に入れましょう。
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主催・問合せ・申込先 等

ふくいきらめきフェスティバル実
行委員会（（公財)ふくい女性財
団 内）
福井市下六条町１４－１
ＴＥＬ（０７７６）４１－４２５４
ＦＡＸ（０７７６）４１－４２６０
f-jhosei@f-jhosei.or.jp
https://www.f-jhosei.or.jp/
kirameki2021/

【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
森は海の恋人運動へのお誘い
15 （ＮＰＯ）森は海の恋人 理事長 畠山 重篤
６月６日（日）６：３０～７：００
６月１２日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
健康長生き カキクケコ
16 箸匠せいわ 会長 木越 和夫
６月１３日（日）６：３０～７：００
６月１９日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
ス マ ホ カ メ ラ で 楽し む ス テ ッ プ ア ッ プ 写 真講 座
17 トライ ドゥ カメラ 代表 達川 要二
６月２０日（日）６：３０～７：００
６月２６日（土）１７：１５～１７：４５

いきいきセミナー
今 を 大 切 に す る 仏 教 の教 え
18 臨済宗南禅寺派瑞雲院 住職 原澤 良玄
６月２７日（日）６：３０～７：００
７月３日（土）１７：１５～１７：４５

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

ラジオ放送講座「いきいきセミ
ナー」令和３年度受講生募
集！
【受講方法】
ＦＢＣラジオ「いきいきセミ
ナー」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】
県内外で活躍の方々
【講座内容】
時事、社会、文化、娯楽、健
康、医療など
【受講料】
テキスト代月額４００円
【その他】
感想文を月１回以上提出した
方に修了証を交付します。ま
た、一定の要件を満たした方
を表彰します。

健康の森 健康講座 コロナ鬱とマインドフルネス
県民健康センター 副所長 田中 正樹
19 ６月１２日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター

【対】一般
【申】不要
【料】無料
コロナ禍でうつ症状など心の不調を訴える人の数も日々増えてい 【定】６０名

ます。そんな不調に対処する方法を紹介します。

ドイツ語カフェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会 福住 篤
20 ６月２６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

（社福）福井県社会福祉協議会
地 域福 祉 課 地 域 支 援グ ル ー プ
福井市光陽２－３－２２
ＴＥＬ（０７７６）２４－２４３３
ＦＡＸ（０７７６）２４－００４１

(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
６月９日（水）、２３日（水）毎月第２・第４（水） 両日とも
21 １３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社福井総局 ３階
郷土の古文書を会員全員で輪読します。

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
22 ６月２２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
＜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
23 【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！

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】２０名

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

＜共催＞
「宇宙から見る“ふるさと福井”」何が見える？何がわかる？
福井工業大学 教授 青山 隆司
７月３日（土）１３：３０～１５：００
【対】一般
【会】高椋コミュニティセンター たかむく古城ホール
【申】不要
24 打ち上げが迫っている福井工業大学衛星「FUTSAT-1」の紹介、
実施中の「ふくいＰＨＯＥＮＩＸ（フェニックス）ハイパープロジェクト」に 【料】無料
よる衛星地上局の整備状況、衛星リモートセンシングの原理につい 【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

ての簡単な説明の後、衛星データを用いた「漂流ゴミ（海ゴミ）の監
視」「北潟湖の水質計測」「農林水産業への応用研究」などの研究
成果についてお話するとともに、どなたでも衛星データが使える「衛
星データ公開システム」についてもご紹介します。

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（祝日の場合はその翌日）・祝日の翌日
25 【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。

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
26 【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
27 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
（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）
28 ６月１３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。
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（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

【 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

＜共催＞
楽観主義と悲観主義の生理心理学
仁愛大学 教授 水田 敏郎
29 ７月２９日（木）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター学びの里「めいりん」

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
物事をどのようにとらえるかは人によって様々です。楽観主義と悲 【定】２０名

観主義の違いについて、脳科学と心理学の面から考えてみましょ
う。

主催・問合せ・申込先 等

大野市教育委員会
生涯学習・文化財保護課
大野市城町９－１
ＴＥＬ（０７７９）６５－５５９０
ＦＡＸ（０７７９）６６－２８８５
shobun@city.fukui-ono.lg.jp

自然観察会 初夏の平泉寺観察ウォーク ～苔だけじゃな
い よ 平 泉 寺～
７月３日（土）１０：００～１５：００
【会】勝山市平泉寺町平泉寺

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月３日（木）から受付
30 白山信仰の拠点として中世に栄えた白山平泉寺。苔の美しい所と
※定員になり次第締め切りま
して有名ですが、他にも魅力がいっぱいです。日本遺産に認定され
す。
た白山平泉寺境内には、計画的に作られた石垣や石畳など、石が
かたるストーリーがあります。石と苔、この２つの魅力に迫ります。 【料】無料
【定】３０名
※少雨決行、荒天時は翌日に延期
【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月８日（火）から受付
※定員になり次第締め切りま
七夕の夜、二胡の演奏とともに織姫星や彦星、天の川、夏の天体 す。
を観望します。
【料】無料
【定】３０名

特別観望会 七夕まつり ～二胡の音色と織姫星と彦星～
７月７日（水）１９：３０～２１：３０
31 【会】福井県自然保護センター （晴天：観察棟周辺 雲・雨
天：本館）

ふくい星空写真展２０２１
７月９日（金）～８月３１日（火）
32 【会】福井県自然保護センター レクチャーホール

【対】一般
【申】不要
【料】無料
一般から公募した普段は見ることができない県内で撮影された天
【定】なし
体写真や星空写真を展示します。

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
sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

天文教室 天体望遠鏡を作ってみよう
７月１８日（日）１９：００～２１：３０
【会】福井県自然保護センター

【対】小学３年生以上（中学生
以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作り、天 ６月１８日（金）～７月９日（金）
33 体観望をします。この教室で作った望遠鏡を使えば、月のクレー
※定員になり次第締め切りま
ターの観察はもちろん、土星の輪まで確認することができます。夏
す。
休みの自由研究で、天体望遠鏡作りと天体観測に挑戦してみては
【料】望遠鏡キット代金
いかがですか。
【定】２０名
※曇雨天時は望遠鏡を作成後、夏の天体の話をします。
【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
６月２４日（木）から受付
自然保護センター周辺の森で、親子で植物採集を楽しむとともに、 ※定員になり次第締め切りま
美しい標本を作成する方法を学びます。
す。
※少雨決行、荒天時は翌日に延期
【料】無料
【定】３０名

自然観察会 美しい植物標本を作ろう
７月２４日（土）１０：００～１５：００
34 【会】福井県自然保護センター
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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

子どもセミナー 角竜の顔
福井県立恐竜博物館 主任研究員 柴田 正輝
35 ６月６日（日）１４：００～１４：４０
【会】福井県立恐竜博物館 研修室
恐竜の復元について学習します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【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
要）
【定】３０名

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
36 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
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 要）
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
【定】３０名
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
層のでき方までをご紹介します。

子どもセミナー 古生物学者になるために大切なこと
福井県立恐竜博物館 総括研究員 寺田 和雄
６月２７日（日）１４：００～１４：４０
37 【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
５月２７日（木）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
恐竜や化石を研究する学問を古生物学と言います。その古生物
要）
学の研究者になるには、何が大切なのか、私の数々の経験や様々
【定】３０名
な例を上げながら、学校では教えてくれない授業をします。

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/

博物館セミナー フクイベナートルのふしぎ
福井県立恐竜博物館 研究員 服部 創紀
７月４日（日）１４：００～１５：３０
38 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
６月４日（金）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
勝山市北谷町の発掘現場で見つかった小型獣脚類フクイベナート
要）
ルについて、その不思議な特徴と、そこからわかることを紹介しま
【定】３０名
す。

子どもセミナー 恐竜ってなに色？ 恐竜の絵のひみつ
福井県立恐竜博物館 主事 静谷 あてな
７月１１日（日）１４：００～１４：４０
39 【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
６月１１日（金）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
生きていた時の恐竜はどんな色をしていたのでしょうか。本やもけ
要）
い、絵の色は本当？ぬり絵を使いながら、恐竜の色にまつわるひみ
【定】３０名
つをしょうかいします。

【 丹 南 地区 】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
＜共催＞
親子でワクワク算数・数学おもちゃ箱
～絵作りパズルとキューブ・パズルを作って遊ぼう！－ジュ
ニア・ポリオミノとソーマ・キューブ～
仁愛大学 教授 伊禮 三之
40 ７月３日（土）１３：３０～１５：００
【会】越前町生涯学習センター

【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

越前町生涯学習セ ンター
【対】５歳～小学２年生の親子
越前町内郡１３－１９－３
【申】電話・ＦＡＸ・メール
ＴＥＬ（０７７８)３４－２０００
【料】無料
ＦＡＸ（０７７８)３４－２７２０
【定】１０組
gakusyu@town.echizen.lg.jp
絵作りパズルのジュニア・ポリオミノとソーマ・キューブと呼ばれる

組み木パズルの２つを実際に作って遊びます。子どもも保護者も、
夢中になることまちがいなしです！遊びの中から算数・数学につな
がる思考が育ちますよ！
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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

スノーケリング自然教室
みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ 食見海岸・烏
辺島
41 ６月１２日（土）９：００～１６：００
【会】食見海岸、烏辺島（集合 海浜自然センター）

【対】高校就学年齢以上で
潜って（３ｍ程度）ゴミ拾いが
できるスノーケリング経験者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月５日（土）まで
スノーケリングでの海中清掃を通して、私たちの生活から出された
【料】１００円
ゴミが海の自然環境に与える影響について考えます。
【定】１２名
※荒天中止
みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ（陸上）
６月１２日（土）９：００～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
42 食見海岸のクリーンアップ（ゴミ拾い）を通して、私たちの生活から 【申】電話・ＦＡＸ・メール
出されたゴミが海の自然環境に与える影響について考えます。ク
【料】１００円
リーンアップ後には、若狭町特産の若狭梅について学び、若狭梅フ
【定】１２名
ロートを味わいます。
※荒天中止

指導者養成講座
スノーケリングリーダー養成講座 入門コース
６月１９日（土）１０：００～１６：００
43 【会】海浜自然センター、食見海岸
スノーケリング指導未経験の方を対象に、指導方法のポイントを
伝授します。
※荒天中止

【対】高校就学年齢以上でス
ノーケリング指導者になる意
欲のある方、当センターでの
スノーケリング指導未経験の
方
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月１２日（土）まで
【料】１００円
【定】１０名

三方五湖自然教室
田んぼで魚の赤ちゃんをつかまえよう
福井県立大学 教授 富永 修
44 ６月２０日（土）９：００～１２：００
【会】若狭町鳥浜の水田（集合：三方青年の家）

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
フナやコイ、ナマズ等の赤ちゃんが田んぼでどれくらい育ったか捕
【定】２４名

まえて調べます。
※荒天中止

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
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

【対】高校就学年齢以上でス
ノーケリング指導者になる意
指導者養成講座
欲のある方
スノーケリングリーダー養成講座 スキルアップコース
（当センターでのスノーケリン
６月２６日（土）９：００～２７日（日）１２：００
グ指導未経験の方は入門
45 【会】海浜自然センター、食見海岸、国立若狭湾青少年自然 コースの受講が必須）
の家
【申】電話・ＦＡＸ・メール
磯観察やスノーケリングでの自然観察のための指導方法を学びま
６月１９日（土）まで
す。
【料】１００円、宿泊費等別途
※荒天中止
必要
【定】２０名
海のふれあい教室
早めに自由研究スタート！海藻採集と標本作り
東京海洋大学 教授 神谷 充伸
46 ７月３日（土）９：３０～１５：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】小学生以上（小学３年生
以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】２００円
初夏の磯場は海藻の宝庫！様々な海藻を採集して標本を作りま
【定】１６名

す。
※荒天中止

海のふれあい教室
早めに自由研究スタート！海藻とは何か？地球上でもっと
も早く誕生した植物について知ろう
東京海洋大学 教授 神谷 充伸
47 ７月４日（日）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】小学４年生以上
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】２００円
初夏の磯場は海藻の宝庫！様々な海藻を観察し、それぞれの特 【定】１６名

徴を学びます。海藻の生息場所や体の仕組みについてもより深く学
ぶことができます。
※荒天中止
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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

スノーケリング自然教室
経験者におすすめ！三方海域公園スノーケリングを楽しも
う
①７月１０日（土）、８月２８日（土）
48 両日とも１０：００～１６：００
②８月１日（日）１０：００～１５：００
【会】①常神 ②烏辺島 （集合：海浜自然センター）

【対】中学生以上のスノーケリ
ング経験者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
各開催日の１週間前まで
【料】各1,050円
常神、烏辺島へ船で渡りスノーケリングをします。三方海域公園の 【定】各１８名

海中の生きものを観察します。
※荒天中止

スノーケリング自然教室
初心者におすすめ！スノーケリングをマスターしよう
７月１１日（日）、２３日（金・祝）、３１日（土）、８月７日（土）、
１５日（日）、２１日（土）、２９日（日）、９月４日（土）
49 各回１２：００～１６：００
【会】海浜自然センター、食見海岸
スノーケリング未経験の方が、器材の使用方法や活動方法等ス
ノーケリングの基本を学ぶことができます。基本をマスターし、海中
の生きものを観察します。
※荒天中止

【対】小学４年生以上
【申】電話・ＦＡＸ・メール
各開催日の１週間前まで
【料】各1,050円
【定】各１２名

海のふれあい教室
夏休みの自由研究 海浜植物採集と標本作り
７月２２日（木・祝）９：３０～１５：００
50 理学博士 早坂 英介
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】小学生以上（小学生は
保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】２００円
食見海岸にも多くの植物が花を咲かせます。植物を採集して名前
【定】１６名

を調べて標本を作ります。
※荒天中止

海のふれあい教室
夏の砂浜で生きものを探してみよう
【対】一般（小学生以下は保
福井県立大学 教授 富永 修
護者同伴）
51 ７月２４日（土）９：００～１２：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【会】小浜市西津浜（集合：若狭高等学校 海洋キャンパス） 【料】１００円
砂浜の生きものを小型の地引網やタモ網で採集して観察します。
【定】１８名
生きものの特徴や名前を知ることができます。
※荒天中止

スノーケリング自然教室
経験者におすすめ！食見海岸を探検しよう
７月２５日（日）、８月２２日（日） 両日とも１３：００～１６：００
52 【会】海浜自然センター、食見海岸
食見海岸でスノーケリングをします。海中の色々な生きものや海
藻を観察します。
※荒天中止

三方五湖自然教室
南川の魚を観察しよう
７月３０日（金）９：００～１２：００
53 （ＮＰＯ）森林楽校森んこ 萩原 茂男
【会】南川周辺（集合：おおい町 名田庄あきない館）

【対】小学４年生以上のスノー
ケリング経験者
【申】電話・ＦＡＸ・メール
各開催日の１週間前まで
【料】各1,050円
【定】各１２名

【対】小学生以上（小学生は
保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
南川の魚などの生きものを捕まえて観察します。南川にどのような
【定】１６名

生きものが棲んでいるのか知ることができます。
※荒天中止
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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
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp

【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
わかはく講座 九里半街道をゆく
福井県立若狭歴史博物館 学芸員 徳満 悠
54 ６月２０日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂
若狭と近江を結ぶ九里半街道について、中近世に比べると影の
薄い近代から現代を中心にその変遷を追います。

ハーブの摘みとり体験
６月６日（日）、１２日（土）、１３日（日）
55 各回１０：３０～１２：００
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
園内のガーデンを見学しながら、色々なハーブを摘みとります。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・メール
６月８日（火）から受付
【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（小学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】２００円
【定】各回先着１０名

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

祭りの面と衣装
４月２８日（水）～６月１日（火）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日
56 【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
57 【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
58 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桂の
【定】なし
作品をご紹介します。

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

敦賀コレクション夏季公開展示「冷泉為恭 三祭図」
７月７日（水）～８月３日（火）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日
59 【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
江戸後期から幕末にかけて興った「復古やまと絵」の絵師・冷泉為 無料）
恭（れいぜいためちか）による、祭りに興じる人々を描いた大幅の作 【定】なし
品を公開します。

特集展示「天狗党 武田耕雲斎からの手紙」
７月７日（水）～８月３日（火）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日
60 【会】敦賀市立博物館 ２階展示室
敦賀市立博物館に寄託、寄贈されている天狗党に関する資料を
展示し、その足跡を辿ります。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし
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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

第４回 速報展 高善庵遺跡、発掘最前線
４月１７日（土）～６月２７日（日）９：００～１７：００
61
【会】美浜町歴史文化館 展示室
美浜町・高善庵遺跡の発掘調査成果をご紹介します。

令和３年度みはま土曜歴文講座
第２回講座 七不思議の見つけ方 ～佐田伝統文化保存
会 と ま ち づ く り のビ ジ ョ ン ～
62 日本地名研究所 所長 金田 久璋
６月５日（土）１０：００～１１：３０
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室
美浜町佐田区に伝わる七不思議に関する取り組みとまちづくりに
ついて学びます。

令和３年度みはま土曜歴文講座
第３回講座 美浜町の古文書についてⅦ ～見ながら、あ
れこれつぶやきながら見てみましょう～
若狭路文化研究所 所長 多仁 照廣
63 ７月３日（土）１０：００～１１：３０
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室

参加申込・対象 等
【対】一般
【申】不要
【料】１００円（小学生・中学生
５０円）
【定】なし

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
６月４日（金）まで
【料】無料
【定】２０名

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
７月２日（金）まで
【料】無料
美浜町に所在する近世文書を素材に取り上げ、古文書ライブ読解 【定】２０名

を通じて、古文書の内容やその背景、美浜町の近世社会について
学びます。
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主催・問合せ・申込先 等

美浜町歴史文化館
三方郡美浜町河原市８－８
ＴＥＬ（０７７０）３２－００２７
ＦＡＸ（０７７０）３２－０６１５
bunkazai@town.fukui-mihama.lg.
jp
https://www.town.fukui-mihama.
lg.jp/soshiki/29/4673.html

【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。

ほ

おひざでだっこの会

ひんしゅ

ふくい

けんりつ

わかさ

か い じょう

としょ がくしゅう

かい

あか

けんしゅうしつ

ほごしゃ

かた

ちゃくよう

かくじつ

おやこ

くみ

ちゅうがくせい

いか

こ

ほごしゃ

かくかい

かぞく

りょうきん

料金：300 円
といあわ

えんげい

おか

問合せ：園芸ＬＡＢＯの丘

でんわ

まどぐち

ようもうしこみ

申込：電話・窓口 ※要申込
ふくい

といあわ

た い しょう

申込：FAX・メール

むりょう

料金：無料
もうしこみ

おか

もうしこみ

定員：各日親子５組
りょうきん

えんげい

定員：各回10家族

ねが

保護者の方はマスクの着用をお願いします。
ていいん

と

対 象 ：中学生以下の子どもとその保護者
ていいん

対 象 ：０～2歳の赤ちゃんとその保護者
ほごしゃ

ほ

会 場 ：園芸ＬＡＢＯの丘

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター 1階 研修室
さい

えら

6 月 19 日（土）、20 日（日）10 時～、11 時～

かくじつ

各日10 時 30 分～11 時
た い しょう

けんりつ

わかさ

美浜町久々子 35-32-1

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

TEL (0770)47-6162

小浜市南川町 6-11

FAX (0770)47-6163

TEL (0770)52-2705

メール engei-ken@pref.fukui.lg.jp

ぜんき

ぶどう

こ

がくえん

おやこ
じゅうどう

かい

きゅうどう

けんどう

からて

どう

よる

じゅう けんどう

4 月 11 日（日）～9 月 26 日（日）

たいしょう

ねんせい

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

さい

しょうがく

じっしゅうしつ

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

ぶどうかん

くみ

定員：15組

会 場 ：福井県立武道館
しょうがく

ふくい

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

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

6 月 20 日（日）14 時～15 時
かいじょう

きゅうどう きょうしつ

けんりつ

かせき

すもう

20回コース：弓道・なぎなた昼・銃剣道・相撲

ふくい

きょうしつ

親子で化石のレプリカをつくろう！

40回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜
ひる

こうさく

子ども工作教室

前期 武道学園
かい

か い じょう

きゅうどう

しょうがく

ねんせい

いっぱん

りょうきん

むりょう

かんらんりょう

ひつよう

対 象 ： 小学 １年生 （ 弓道 は 小学 5 年生 ）から一般

料金：無料（ただし観覧料が必要）

ていいん

もうしこみ

かくきょうしつ

こと

申込：ホームページ

定員：各教室によって異なる
りょうきん

かい

といあわ

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

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

まどぐち

申込：福井県立武道館 窓口
といあわ

たいけん

いろんな品種を選んで掘り取りができるよ

6 月 9 日（水）、7 月 14 日（水）
か い じょう

と

じゃがいもの掘り取り体験

かい

ぶどうかん

問合せ：福井県立武道館
福井市三ツ屋町 8-1-1

TEL (0779)88-0001
FAX (0779)88-8700
ホームページ https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/

TEL (0776)26-9400 FAX (0776)26-9401
メール budoukan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/budoukan/index.html
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ちゅうがくせい

しゃかい

こうざ

しょう

中学生のための社会講座
こうせん

にゅうし もんだい

高専の入試問題で学ぼう
7 月 18 日（日）10 時～15 時 20 分
かいじょう

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

ちゅうがく

かいじょう

せんちゃく

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

ぶっしつこうがくかとう

かい

ぶっしつ こうがく じっけんしつ

物質工学実験室2

めい

定員：先着30名
りょうきん

つく

会場：福井工業高等専門学校 物質工学科棟2階

ねんせい

対象：中学３年生
ていいん

ぶっしつ

7 月 22 日（木・祝）9 時～12 時

だいこうぎしつ

会場：福井工業高等専門学校 大講義室
たいしょう

つか

ノーベル賞の反応を使って
蛍光物質を作ってみよう！！
けいこう

まな

はんのう

たいしょう

ちゅうがく せい

対象：中学生

むりょう

料金：無料

ていいん

もうしこみ

せんちゃく

めい

定員：先着12名

うけつけ

申込：ホームページ（6/8（火）から受付）

りょうきん

むりょう

料金：無料
もうしこみ

うけつけ

申込：ホームページ（6/8（火）から受付）
しょうがくせい

なつやす

おやこ

かがく

はじ

きょうしつ

初めての
ロボットプログラミング

小学生 夏休み親子科学教室
7 月 31 日（土）10 時～12 時
かいじょう

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

としょかん

かい

7 月 31 日（土）9 時～15 時

会場：福井工業高等専門学校 図書館２階
ほか

かいじょう

コミュニティプラザ 他
たいしょう

しょうがく

ねんせい

ほごしゃ

たいしょう

対象：小学３～６年生（保護者同伴）
ていいん

せんちゃく

かい

ていいん

せんちゃく

めい

定員：先着７名

むりょう

りょうきん

料金：無料

むりょう

料金：無料

もうしこみ

うけつけ

もうしこみ

申込：ホームページ（6/8（火）から受付）

といあわ

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

そうむか

そうむ

ちいき れんけいがかり

鯖江市下司町
TEL (0778)62-1881
FAX (0778)62-2597
メール hyouka@fukui-nct.ac.jp
ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/

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！！

うけつけ

申込：ホームページ（6/8（火）から受付）

問合せ：福井工業高等専門学校 総務課総務・地域連携係
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ほんかん

ちゅうがくせい

対象：中学生

くみ

定員：先着10組
りょうきん

ふくい こうぎょう こうとう せんもん がっこう

会場：福井工業高等専門学校 本館1階 B-LAB
どうはん

福井ライフ・アカデミー

ゆー・あいカレッジ

６月 講演・講座一覧
日

月

火

1

水

2

木

3

金

土

4

5

● ゆ う あい シ アタ ー ②

●ゆうあいシアター②

「ふるさと―ＪＡＰＡＮ」 「ふるさと―ＪＡＰＡＮ」
第３回 10:00～11:45
第１回 14:00～15:45
第４回 14:00～15:45
第２回 19:00～20:45

◆こころの相談
13:00～16:00

6

7

8

9

10

11

12

休館日

●(〇)ふるさと未来講座
＜現代社会＞
「新型コロナウイルス
感染症から
私たちが学んだこと」
14:00～15:30

◆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）

13

14

15

◆福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約）

16

17

18

19
ふ く い きら め き
フ ェ ス ティ バ ル 2 0 2 1

休館日

（会場：福井県生活学
習館）
12:30～17:00

20

21

22

23

24

若狭図書
学習センター

25

26

図書フロア休み

休館日

休館日

●(〇)ふるさと未来講座
◆ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約） ＜地域づくり＞
「ピンチをチャンスに
◆福祉人材就業相談
～越前水仙の里～
10:00～16:00（要予約）
『新しい力』の連鎖で
未来を」

若狭図書
学習センター
開館日

27

14:00～15:30

28
休館日

29

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

30
※講座は、順次追加や変更があります。
※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（福井会場）
〇
…福井ライフ・アカデミー（若狭会場）
●(〇)…若狭会場での同時配信あり
★
…ゆー・あいカレッジ
◆
…女性活躍支援センター・女性総合相談

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！

