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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

福井ライフ・アカデミー本部
写真：大野市 ミルク工房奥越前

○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
○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 ―
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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。

若狭へ
講師への質問も可能です。
同時配信
（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

若狭へ
同時配信

申込み
ユー・アイ →申込み方法は４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。

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４ページを
ふくいへ

ご覧ください。

日時

７月１３日（火）
１０：００～１１：３０

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。
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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４ページを
ふくいへ

日時

８月５日（木）
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②

『コミュニティデザインについて
～人と人をつなぐコミュニティづくり～』

講師 株式会社 studio-L
代 表 山崎 亮

【要申込（８月４日まで）】
人口減少やコロナの影響により、人と人とのつな
がりが希薄になりつつあります。その中で、人と人
をつなぐコミュニティをデザインしていくことが不可
欠です。
「豊かなまちづくり」とは？山崎氏をはじめ、株式
会社studio-Lが全国各地で取り組まれている事
例を交えながら、お話しいただきます。

先着１００名
若狭図書学習センター 先着３０名

定員 ユーアイ ふくい

こちらからも申込み可能です。

会場

申込み

ユー・アイ

ユー・アイ
ふくいへ

ふくい

→申込み方法は４ページを
ご覧ください。

日時

８月６日（金）
７日（土）

ゆうあいシアター③

夏休みこどもシアター
上映作品
●「ぼくは王さま」（全４話）」
（製作：東映ビデオ、２００６年）
「おしゃべりなたまごやき」、「王さまタクシー」
「たまごがいっぱい」、「たんじょう日のプレゼ
ント」
●「からすのパンやさん／どろぼうがっこう」
（製作：東映ビデオ、２００６年）

上映スケジュール

第１回…６日（金）１０：００～１１：４０
第２回…６日（金）１４：００～１５：４０
第３回…７日（土）１０：００～１１：４０
第４回…７日（土）１４：００～１５：４０
※同じ作品を４回上映します。

【要申込（８月５日まで）】
定員 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名
（小学生以下は保護者同伴）

入場無料

こちらからも申込み可能です。
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会場

申込み

ユー・アイ

ユー・アイ
ふ く いへ

ふくい

→申込み方法は４ページを
ご覧ください。

日時

８月１１日（水）
１３：２０～１７：００

ふるさと探究講座 福井① ＜バスツアー＞

『ふくいの宇宙産業技術を体感！』
３月２２日に打ち上げられた、県民衛星
「すいせん」。自治体主導で打ち上げた
日本初の人工衛星となりました。「すいせ
ん」のほかにも、より小さな３基の衛星の
製造にも県内企業が携わっています。今
回、これらの人工衛星の製造に関わった
春江電子株式会社や県工業技術セン
ターを巡り、福井県の宇宙産業技術に迫
ります。

講師 福井県産業労働部産業技術課
企画主査 山下 裕章

【要申込（７月３１日まで）】
定員 ユー・アイ ふくい
先着２０名
※対象 福井県の小中学生親子

※生活学習館発着で、バスで往復します。
（集合時間１３：２０）

県民衛星 すいせん

※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（右ＱＲコードから）。
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４ページを
ふくいへ

ご覧ください。

日時

８月２１日（土）
１４：００～１５：３０

ふるさと未来講座「自然科学」福井②

『荒ぶる自然、クマとのつきあい方
～野生動物との共存を考える～』

講師 石川県立大学 環境科学科
教授 大井 徹

【要申込（８月２０日まで）】
クマは、豊かな生態系のシンボルであ
り、毛皮や肉、熊胆（ゆうたん）など山の
恵み、畏敬の対象でもありました。しか
し、人身被害の増加が問題となってい
ます。生態、被害の実態にもとづいて
彼らとのつきあい方について考えます。

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。
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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
ふくいへ

→申込み方法は 下欄を
ご覧ください。

８月２７日（金）

日時

１４：００～１５：３０

ふるさと未来講座「現代社会」福井②

『私たちの性の多様性
–多様な性のあり方の理解を深めるために-』
私たちの性は性染色体の組みあわせ
で決定され、性染色体がXX型だと女性
に、XY型だと男性になります。
このように遺伝的に性が決定されること
から、従来から私たちの性は固定的に
捉えられてきました。しかし、生物の性の
あり方を見ると、性はとても柔軟で多様
なものであり、私たちの性の本来のあり
方も見えてきます。
ここでは、生物が持つ性決定の仕組
みやY染色体の進化を紹介し、多様な
性のあり方について理解を深めます。

講師 北海道大学 大学院理学研究院
教授 黒岩 麻里
※ 講 師 は 来 館 され ず オ ン ラ イ ン で
ご 講 演 され ま す 。

【要申込（８月２６日まで）】
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。

申込み

【FAX・メール内容】
●タイトル「講座名」福井第○回
の場合
●お名前・ふりがな
【申込み・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
＊申込みは下記のいずれかの方法で
●お電話番号
①ま
まなびぃネットふくい（ホームページ）
●お住いの市・町
●メールマガジン配信ご希望の有無
「まなびぃネットふくい」で検索
（ 希望 ・ 登録済み ・ なし ）
→ 参加したい講座をクリック
●ゆうあいシアターのみ希望する回
ユー・アイ
ふ く いへ

→ 画面下「申し込む」をクリック

②電
電話 0776-41-4206 ③Ｆ
ＦＡＸ 0776-41-4201
④メ
メール f-manabi@pref.fukui.lg.jp ⑤窓
窓口直接
〒918-8135
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福井市下六条町14-1 福井県生涯学習センター
（福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）内）

※ 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
＜共催＞
環境講座 福井における雪氷冷熱利用の現状と課題
福井大学 講師 寺﨑 寛章
1 ７月１日（木）１４：００～１５：３０
【会】アオッサ ６階 ６０１研修室
雪は「資源」であるという考えにもとづいた勝山市の「雪冷房」と
「雪中貯蔵」として利活用している取り組みについて紹介していただ
きます。

＜共催＞
身につけよう 感染対策のコツ
福井大学 医学部 教授 岩﨑 博道
2 ７月９日（金）１４：００～１５：３０
【会】アオッサ ６階 ６０１研修室
新型コロナウイルス感染拡大で生活様式が大きく変わりました。
現在も収束の見通しが見えない状況の中、健康に生きるために
知っておきたい身近な感染予防対策について学びます。

＜共催＞
子宮頸がんから貴方と家族を守るために
福井大学 医学部 教授 吉田 好雄
3 ７月１０日（土）１３：００～１４：００
【会】松岡公民館
毎年多くの女性が発症している子宮頸がんについて学び、自分自
身や大切な家族を子宮頸がんから守りましょう。

参加申込・対象 等

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】６０名
福井市中央公民館
〒９１０－０８０５
福井市手寄１－４－１
アオッサ５階
ＴＥＬ(０７７６)２０－５４５９
ＦＡＸ(０７７６)２０－１５３８
cyuou-k@mx1.fctv.ne.jp
【対】一般
【申】電話・はがき
【料】無料
【定】７０名

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

【対】一般
【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）
７０歳以上、障がい者手帳等
4
【会】福井県立歴史博物館 エントランス
をお持ちの方とその介護者１
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。
名は無料）
【定】なし

特別史跡指定５０周年記念展 一乗谷の漆器と越前
７月１０日（土）～８月３１日（火）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
5 【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
一乗谷朝倉氏遺跡から出土した漆塗り製品で、最新の研究成果
として未公開資料を展示します。越前の漆文化について一乗谷の
漆器を通してその特質を紹介します。

主催・問合せ・申込先 等

【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

永平寺町教育委員会
生涯学習課
永平寺町松岡春日１－４
ＴＥＬ（０７７６）６１－３４００
ＦＡＸ（０７７６）６１－２４３４
shogai@town.eiheiji.fukui.jp

福井県立歴史博物館
福井市大宮２－１９－１５
ＴＥＬ（０７７６）２２－４６７５
ＦＡＸ（０７７６）２２－４６９４

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
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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）
6
【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）
7
【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年記念展示
４月１７日（土）～７月１４日（水）
8 【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。

夏季企画展 かこさとしの世界展
７月１６日（金）～９月２０日（月・祝）
9 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【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。

夏季企画展 かこさとしの世界展 関連イベント
紙芝居口演会
７月１７日（土）１４：４５～１５：４５
10 越前らくひょうしぎの会
【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
絵本作家となった原点ともいえる、かこさとしの紙芝居などを口演 【定】５０名

します。

第１回 文章講座 佳作にまなぶエッセ イという表現
７月１８日（日）１４：００～１５：３０
11 作家 張籠 二三枝
【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
エッセイの本質とは何か、優れたエッセイとはどのようなものをいう
【定】５０名
のか、について解説します。

6

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

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
７月１７日（土）①９：３０～１１：００ ②１１：００～１２：３０
③１３：３０～１５：００ ④１５：００～１６：３０
12 【会】福井大学 文京キャンパス 工学系１号館 １階 工学
部多目的会議室

【対】一般
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
７月１１日（日）まで
【料】無料
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 【定】各回先着１０名（計４０
てみませんか？初めての方、小さなお子様でも大丈夫、ていねいに 名）
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
【対】中学生以上（一般、教員
で き る か な ？ 大学 の 基礎 物 理実 験
も歓迎）
福井大学大学院工学研究科 教授 熊倉 光孝
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
７月３１日（土）９：００～１２：００
ジ
【会】福井大学
文京キャンパス
総合研究棟Ⅰ
８階
物理
13
７月７日（水）９：００～
大実験室
大学の実験授業からテーマを一つ選んで取り組みます。「難しくな ７月２５日（日）
い？前に学んだけど、どういうこと？」心配ご無用！物理の研究者 【料】無料
福井大学地域創生推進本部
がやさしく手ほどきします。大学生になりきり自然の不思議をのぞい 【定】先着１５名
（地域連携推進課）
てみませんか？
〒９１０－８５０７
福井市文京３－９－１
ＴＥＬ（０７７６）２７－８０６０（問合
せのみ）
ＦＡＸ（０７７６）２７－８８７８
https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/
福井大学公開講座
course/
高校生のための大学授業体験（微分積分）
【対】高校生以上
福井大学大学院工学研究科 教授 古閑 義之
【申】ホームページ
８月１日（日）９：３０～８月３１日（火）２３：５９
７月８日（木）９：００～
14 【会】オンデマンド（ＹｏｕＴｕｂｅで配信）
７月２５日（日）
データサイエンスの基礎である数学の役割はますます重要になっ 【料】無料
ています。本講座では、高校生以上一般の方を対象に、工学部で
【定】先着２０名
の授業の体験を通して、高校数学が大学での数学にどの様に繋
がっているかを解説します。

福井大学公開講座
統計・データサイエンスへの誘い
【対】高校生以上
福井大学 医学部 医療統計学 教授 藤田 亮介 ほか
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
８月２１日（土）１３：００～１６：００
ジ
15 【会】福井大学 文京キャンパス 共用講義棟 １階 Ｋ１１０ ７月２８日（水）９：００～
講義室、２階 情報処理演習室
８月１５日（日）
「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 【料】無料
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
【定】先着５０名
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。
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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

福井県立大学 公開講座
安全・安心な自然体験 ～実践団体におけるリスクマネジメ
ント ～
【共催】福井県里山里海湖研究所
ノーム自然環境教育事務所 代表 坂本 均
（ＮＰＯ）森林楽校・森んこ 代表 萩原 茂男
（ＮＰＯ）自然体験共学センター 理事長 細川 和朗
16 ５月～９月３０日（木）
【会】オンデマンド動画配信

【対】一般、専門分野関係者
（自然体験活動の指導者、こ
れから目指したい方）
【申】ホームページ
【料】無料
山と海・湖がコンパクトにまとまった福井県。里山里海湖フィールド 【定】なし

での自然体験を、安全・安心して行うためのポイントを学びます。
「危険な生物（クマ、その他）への対応」、「子どもを対象とした活
動」、「感染症への対応」の３テーマについて、県内で活躍している３
人の講師が解説します。将来、自然体験活動の指導者を目指す方
は必見です。

福井県立大学 公開講座
みんなで描こう「福井の未来地図」 ～福井県の長期ビジョ
ンをいっしょに考える～
第１回 長期ビジョンって何？
第２回 福井の未来を考えよう！
第３回 福井をもっとおもしろく！
17 【共催】福井県
福井県地域戦略部 副部長 藤丸 伸和
５月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信

【対】一般（中学生以上）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし
【備】令和２年１０月に公開し
た動画の再公開となります。
福井県立大学
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/

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、県民のみさ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。

福井県立大学 公開講座
福井県立大学の客員教授による特別講座
第１回 コロナ禍におけるメンタルヘルス、職場コミュニケー
シ ョン
法政大学 キャリアデザイン学部 教授 廣川 進
第２回 バイデン政権の真実
丹羽連絡事務所 チーフエコノミスト 中島 精也
第３回 医療者の頭の中
放送大学大学院 文化科学研究科 教授 山内 豊明
第４回 環境・社会課題解決のためのインパクト投資：高校
生の投資教育に向けた提案
社会変革推進財団 エグゼクティブアドバイザー 安間 匡
18 明
５月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信
第５回 カーボンニュートラルと日本・福井のエネルギー
国際大学大学院 国際経営学研究科 教授 橘川 武郎
７月１４日（水）１９：００～２０：３０
第６回 日本と福井のエネルギーの将来像
国際大学大学院 国際経営学研究科 教授 橘川 武郎
７月２１日（水）１９：００～２０：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
福井県立大学には各分野の著名な専門家が在籍しています。本
講座は、本学客員教授によるリレー講座となります。
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【対】一般
第４回：一般（高校生以上）、
高校教諭
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし
【備】講義は変更する可能性
があるため、最新スケジュー
ルはホームページでご確認く
ださい。

【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

福井県立大学 公開講座
ヒューマンファクターと事故防止の考え方
第１回 総論：事故の歴史とヒューマンファクター
第２回 個人のエラーの発生メカニズム ～不注意、焦り・
慌 て 、 勘 違 い 、 デ ザイ ン の落 し 穴 ～
第３回 個人のエラーが引き起こした事故：中華航空機墜
落事故
第４回 コミュニケーションエラーの発生メカニズム
～伝えてるけど伝わらない、言いたいけど言えない～
19 第５回 コミュニケーションエラーが引き起こした事故：テネ
リフェ空港航空機衝突事故
第６回 事故を引き起こす組織の病巣
第７回 組織事故の事例：東海村ＪＣＯ臨界事故
第８回 事故防止に向けた組織管理の理論
福井県立大学 経済学部 藤野 秀則
５月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信

【対】一般（高校生以上）、専
門分野関係者 （企業等で労
災防止や安全管理の実務を
担っている方）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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。

福井県立大学 公開講座
オーラルフレイルの予防～口から始まる心身の機能低下～
第１回 オーラルフレイルとお口の健康
第２回 オーラルフレイルを予防する栄養素と食材・調理法
第３回 みんなで楽しく体操しよう！
【共催】福井県歯科医師会／福井県立病院／福井県理学療
20 法士会／福井県作業療法士会／福井県言語聴覚士会／福
井県栄養士会
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 成田 光江 ほか
７月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信

【対】一般（小学生以上）、専
門分野関係者（施設等の介
護士の方）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

噛んだり、飲み込んだり、話したりするための口腔機能が衰える
オーラルフレイルは、心身の活力が低下する「フレイル」の前段階で
す。フレイルに移行しないよう、みんなで楽しくオーラルフレイルを予
防しましょう。

福井県立大学
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/

福井県立大学 公開講座
恐竜好きの子どもは賢くなる！？
福井県立大学 学術教養センター 准教授 國崎 大恩
７月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信

【対】一般（高校生以上）
【申】ホームページ
21 福井県立恐竜博物館にはいつも子どもがあふれています。たくさ
【料】無料
んの恐竜の名前を覚えている子ども、恐竜のまねをする子ども、新 【定】なし
しい恐竜を創造する子ども、恐竜好きの子どももさまざまです。本講
座では教育学をはじめとする諸研究の成果から、恐竜が好きな子ど
もの知的発達についてお話しします。恐竜好きのお子様をもつ保護
者の方だけでなく、広く教育に関心のある方も是非ご視聴ください。

福井県立大学 公開講座
ブータン王国の幸せの秘訣
第１回 ブータンってどんな国？？
第２回 幸せを起点とした国づくりの仕組み
福井県立大学 地域経済研究所 准教授 高野 翔
22 ７月～９月３０日（木）
【会】オンデマンドによる動画配信
幸せの国と呼ばれるブータン王国。しかし、実際にどのような国な
のか、どのような仕組みで人々の幸せを大事にしているか、などは
ほとんど知られていません。ブータン王国に住み、ブータン政府とと
もに国づくりをしてきた実体験から、ブータン王国の幸せの秘訣に迫
ります。

【対】一般（高校生以上）
【申】ホームページ
【料】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

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

福井県立大学 公開講座
新型コロナウイルス‥家庭内感染を予防するためには？
福井県立大学 看護福祉学部 講師 東 知宏
７月３日（土）１３：００～１４：３０
23 【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座

【対】一般（中学生以上）
【申】ホームページ
【料】無料
世界中で新型コロナウイルスが猛威を振う現在、私達は大変不便 【定】なし

な社会生活を強いられています。 感染予防は、新型コロナウイル
ス感染症に罹らない、うつさないために必要なことですが、徹底する
ことが重要です。そこで、家庭内感染に焦点を当て、一番身近な家
族を感染から守る方法について、一緒に考えてみましょう。

福井県立大学 公開講座
Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナの地域産業、企業の方向性を考え
る ～ 「第 ２ 回 福 井 県 企 業 の コ ロ ナ 禍 に お け る 事 業 活 動 に
関する緊急調査」を参考としながら～
第１回 新型コロナウイルス感染症の拡大が県内に与えた
影響と、その後の経済のあるべき姿について
福井県立大学 地域経済研究所長 特任教授 南保 勝
７月６日(火）１９：００～２０：３０
24 第２回 地方創生とデジタル技術の活用
ＫＤＤＩ株式会社 経営戦略本部 地方創生推進部 グルー
プリーダー 山本 剛史
７月１３日(火)１９：００～２０：３０

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
この講座では、ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナの福井の経済を考えていきます。
地域経済研究所の調査では、県内企業は新型コロナにより大きな
影響を受けたにも拘わらず、多くは事業継続の意志を示し、コロナ
を逆手に事業拡大を進める企業も存在するなど、粘り強い県内企
業の姿が見えてきました。また、デジタル技術の活用が進んだこと
で、事業拡大のチャンスがあることも分かってきました。

福井県立大学 公開講座
親子で学ぶ経営学 －福井の企業を事例として－
福井県立大学 経済学部 教授 木野 龍太郎
７月１０日（土）１０：００～１１：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座

【対】高校生とその保護者（高
校生または保護者の方のみ
でも受講可能です。）
25 福井には、多くの優良企業があり、そうした企業の取り組みは経 【申】ホームページ
営学を学ぶうえでの「最高の教材」といえます。本講義では福井の 【料】無料
企業の方々からお話を伺い、経営学的な視点から考察することを通
【定】なし
じて、「福井でしか学べない経営学」を親子で一緒に学びます。この
講座を通じて地元への理解を深めるとともに、経営学の考え方にも
触れて頂きたいと考えています。

福井県立大学 公開講座
たかが「検温」されど『検温』
福井県立大学 看護福祉学部 講師 上木 礼子
７月１０日（土）１３：００～１４：３０
26 【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座

【対】一般（中学生以上）
【申】ホームページ
【料】無料
新型コロナウイルスが流行しだしてから、体調管理の目的で自宅 【定】なし

で体温を測ったり、施設に入る際に測られたりする機会が増えまし
た。だれでも手軽にできる体温測定ですが、体温計を使って正確に
測り、その数値の意味を評価する「検温」は看護技術の基本です。
体温測定の正しい方法を一所に学んでみましょう。

福井県立大学 公開講座
社会福祉の世界をのぞいてみよう！
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 相馬 大祐
７月１７日（土）１０：００～１１：３０
27 【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座

【対】一般（高校生以上）
【申】ホームページ
【料】無料
福井県内で活躍する社会福祉の実践者の方々から、社会福祉の 【定】なし

仕事の魅力をお話しいただく90分です。社会福祉ってなんだろう？
社会福祉の仕事って、何をするのだろう？と疑問を持っていても、１
人で調べるのはなかなか難しいですよね。そんな社会福祉の世界
に興味のある高校生や一般の方、ぜひご参加ください。
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福井県立大学
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/

【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

福井県立大学 公開講座
ネットで学ぶ！会計学 ～会計学入門講座２０２１
【対】一般（高校生以上）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし
福井県立大学経済学部の会計関連科目を担当する教員スタッフ 【備】電卓をご用意ください。

第３回 これから社会に出る人のための経営分析入門
福井県立大学 経済学部 准教授 境 宏恵
28 ７月１７日（土）１３：００～１６：１０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座

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
から応用的な内容を扱う予定です。本講座は高校生から一般の方
までを対象にしており、特別な知識がなくても受講できる内容となっ
ています。

福井県立大学 公開講座
生物資源学科がひらくバイオサイエンスの世界
食品の機能を知って、美味しく元気に！ ～食素材の機能
性評価研究～
第１回 海藻の生活習慣病撃退パワー
福井県立大学 生物資源学部 特命教授 村上 茂
７月１７日（土）１０：００～１１：３０

福井県立大学
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/

第２回 おコメやコメ油に含まれる機能成分と健康増進への
利用
福井県立大学 生物資源学部 准教授 高橋 正和
７月３１日（土）１０：００～１１：３０
第３回 ふくい生まれのお米と酵母を使用したオリジナル日
29 本酒の開発
福井県食品加工研究所長 久保 義人
９月４日（土）１０：００～１１：３０

【対】一般（中学生以上）、専
門分野関係者
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

第４回 タウリンの体に良い効果とは？
福井県立大学 生物資源学部 教授 伊藤 崇志
９月１１日（土）１０：００～１１：３０
第５回 伝統食材から機能性食品を
福井県立大学 生物資源学部 教授 日竎 隆雄
９月２０日（月・祝）１８：００～１９：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
食品の機能を知って普段の食生活に気を配ることは、健康維持や
疾患予防の点からとても大切です。この講座では、各教員が取り組
んでいる研究を例に、食品の機能性評価研究の重要性と面白さを
紹介し企業との新たな共同研究開発の場も提供します。
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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

くらなび 第２４回総会 記念公演会
吉本芸人の本気の笑いをあなたに 笑って学ぶＳＤＧｓ
７月３日(土）１３：００～１４：３０（開場１２：３０）
吉本住みます芸人（ぶんぶんボウル・飯めしあがれこにお・ 【対】一般
【申】ホームページ
カリマンタン・笑福亭 笑生）
６月３０日（水）まで
30 【会】オンラインによる配信（Ｚｏｏｍ使用）
吉本芸人の「ＳＤＧｓ×お笑い」公演会を開催します！最近よく耳 【料】無料
にするようになった「ＳＤＧｓ」という言葉。でも、「実はなんとなくしか 【定】１００名
分からない。」という方も多いのでは？そこで、今こそきちんと知って
おきたい、私たち一人ひとりの未来に大きく関わるＳＤＧｓについて、
笑いを交えながら、みんなで楽しく学びましょう！

福井県消費生活セ ンター委託事業 消費生活通信セミナー
９月～１１月
【対】一般
学習は、テキスト「２０２１年版 くらしの豆知識」（国民生活セン
【申】郵送
ター発行）に沿って進めます。「くらしの豆知識」は、くらしに役立つ ８月１０日（火）まで
31 知識や情報を幅広く取り上げた、コンパクトでわかりやすい冊子で
【料】送料として８４０円分の
す。９月～１１月の毎月１回（全３回）、テキストから出題した演習問
題を解いてご提出いただき、１回以上の講座受講またはレポート提 切手必要
出で修了です。家事や仕事の合間に、在宅学習で消費者として必 【定】なし

(公社）ふくい・くらしの研究所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
ＦＡＸ（０７７６）５２－０６６０
kurashi_00017@fukuicoop.or.jp
https://www.kuranavi.jp

要な知識や力を身に付けましょう！

【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 認知症高齢者 必要）
【料】無料
の食事援助
福井県立すこやかシルバー病院 副看護師長 渡辺 康絵 【定】２０名
32 ７月２日（金）１３：３０～１５：００
【備】座席指定
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
認知症高齢者の食事摂取困難な状況、介護のポイント等につい ℃以上の方は入場できませ
て説明します。
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
福井県立すこやかシルバー病院一般研修 高齢者の口腔 必要）
【料】無料
ケア
【定】２０名
福井県歯科医師会 歯科衛生士 宮本 美紀子
33 ７月９日（金）１３：３０～１５：００
【備】座席指定
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
高齢者の口腔内の特徴、ブラッシング、義歯管理等について説明 ℃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
福井県立すこやかシルバー病院一般研修 脳を活性化さ 必要）
【料】無料
せ よう
福井県立すこやかシルバー病院 介護福祉士 濱谷 祐三 【定】２０名
34 子
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
７月３０日（金）１３：３０～１４：１０
℃以上の方は入場できませ
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階 会議室
心と体を元気にする活動を実演いたします。
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。
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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

【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
健康の森 健康講座 腸内細菌と肥満、病気との関係
県民健康センター 所長 松田 一夫
７月１０日（土）１５：００～１６：００
35 【会】県民健康センター
私たちの腸内細菌は母親から受け継ぐ他に、食生活の影響を受
けます。肥満や糖尿病等の病気と腸内細菌の関係についてお話し
します。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】なし
【料】無料
【定】６０名

(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

ドイツ語カフェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会 福住 篤
36 ７月２４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

（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
７月１４日(水)、２８日(水)毎月第２・第４（水）
37 両日とも１３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社福井総局 ３階

【対】一般
【申】電話
【料】3,000円／６ヶ月
【定】なし

郷土の古文書を会員全員で輪読します。

【 坂 井 地区 】

福井古文書を読む会
福井市新保２－１００９
ＴＥＬ（０７７６）５４－３２１２
ＦＡＸ（０７７６）５４－３２１２

【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＞
そこらへんの雑草管理 ～あなたの愛に雑草が応える時～
福井県立大学 准教授 水口 亜樹
【対】一般
７月７日（水）１３：３０～１５：００
【申】電話・メール
38 【会】あわら市中央公民館 多目的ホール
【料】無料
あなたが雑草になったとしたら？本講座では、雑草を雑草たらしめ 【定】２０名
る特性を知り、まずあなた自身がそこらへんの雑草になったつもり
で、雑草管理について考えていきます。どうされたら降参する？どう
されたら頑張れる？一緒に考えてみましょう！

＜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
打ち上げが迫っている福井工業大学衛星「FUTSAT-1」の紹介、
39
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

主催・問合せ・申込先 等

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

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
成果についてお話しするとともに、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。

緑の教室
植物標本の作り方と植物名の調べ方
樹木医 橋本 哲夫
40
７月１７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
きれいな標本の作り方と名前の調べ方を学びます。（実演あり）

【対】一般
【申】電話
７月１日（木）から受付
【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
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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

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
41 【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。

企画展 理科挿絵の世界 ～理科を描いた挿絵画家、天木
茂晴 原画展～
７月９日（金）～１０月３日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
【対】一般
休館日：月曜日(祝日の場合はその翌日)・祝日の翌日
【申】不要
42 【会】福井県教育博物館 展示室Ｅ
【料】無料
今回の企画展では、日本の理科教育の一端を担った挿絵画家
【定】なし

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

「天木茂晴」の作品を紹介します。理科に関わる本には、精細で鮮
やかな図版が多く描かれています。写真ではあり得ないドキドキす
るほどの生命賛歌に満ちた手描きの動物や植物の世界を味わって
ください。

パソコン入門講座
嶋崎 忠良
毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
43 【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
44 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）
45 ７月１１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
46 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。

＜共催＞
家族で科学実験教室
仁愛大学 教授 西出 和彦
47 ７月２５日（日）１０：００～１１：３０
【会】勝山市教育会館
「生たまごを落としても割れない方法は？ 新聞を使って考えよ
う！」「ダンゴムシは、T字型迷路に入れるとジグザグに歩くよ。な
ぜ？」についての実験教室です。

主催・問合せ・申込先 等

大野市教育委員会事務局
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

【対】小学生とその家族
【申】電話
【料】無料
【定】２０組

＜共催＞
アメリカの外交と日米関係
福井県立大学 教授 島田 洋一
48 ８月１０日（火）９：３０～１１：１０
【会】勝山市教育会館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
アメリカの政治状況およびバイデン政権の対中国、対北朝鮮政策 【定】なし

勝山市生涯学習・スポーツ課
勝山市元町１－５－６
ＴＥＬ(０７７９)８８－８１１４
ＦＡＸ(０７７９)８８－１１２０

やエネルギー・環境政策などの現状と日本のあるべき対応につてお
話しします。

＜共催＞
県産農産物の機能性を毎日の食事に活かそう
福井大学 准教授 村上 亜由美
49 ８月２４日（火）９：３０～１１：１０
【会】勝山市教育会館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
「栄養素の働き」「脂質の栄養とエゴマ油の特徴」「料理による栄養 【定】なし

成分の違い」「フレイルを防ぐ食事」「栄養成分表示を活用しよう」に
ついてお話しします。

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
50 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 【料】無料
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。 【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
※定員になり次第締め切りま
す。
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
【料】無料
を観望します。
【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
51 【会】福井県自然保護センター （晴天：観察棟周辺 雲・雨
天：本館）

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

ふくい星空写真展２０２１
７月９日（金）～８月３１日（火）
52 【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。
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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

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 ７月９日（金）まで
53 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
※定員になり次第締め切りま
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、
す。
美しい標本を作成する方法を学びます。
【料】無料
※少雨決行、荒天時は翌日に延期
【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
54 【会】福井県自然保護センター

天文教室 夏の星座めぐり ～天の川を眺めながら～
８月６日（金）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟
夏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（３０分）
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（４５
55
分）。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（４５分）。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。
※荒天時はプラネタリウムと天体の話を行います。

自然観察会 作ってみよう昆虫標本
８月７日（土）１０：００～１５：００
【会】福井県自然保護センター
56

昆虫標本の意味と標本作成の目的をよく理解し、昆虫への興味や
理解を深め、昆虫採集のマナー、自然や生きものの大切さを学びま
す。
※少雨決行、荒天時は翌日に延期

【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
７月６日（火）から受付
※ただし、定員になり次第締
め切ります。
【料】無料
【定】３０名
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
【対】小学３年生以上（中学生 sizen-ci@pref.fukui.lg.jp
以下は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
７月７日（水）から受付
※ただし、定員になり次第締
め切ります。
【料】無料
【定】３０名

【対】一般
（デジタル一眼レフカメラと三
脚をお持ちの方、中学生以下
は保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
全国有数の星空スポットである六呂師高原で、美しい星景写真の
57
撮影に挑戦してみませんか。この教室ではデジタル一眼レフカメラ ７月８日（木）から受付
を使った天の川の固定撮影の方法を学び、満天の星空のもと実習 ※ただし、定員になり次第締
を行います。
め切ります。
※荒天時は撮影方法の解説講座のみとします。
【料】無料
【定】１０名
天文教室 天の川を撮ろう
８月８日（日・祝）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター 観察棟

自然観察会 光に集まる虫を観察しよう（ライトトラップ）
８月９日（月・振替）、８月１０日（火）
両日とも１９：００～２１：３０
58 【会】福井県自然保護センター

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
夜、光に集まって来るたくさんの虫たちを、解説を聞きながら観察 【料】無料
することができます。
【定】なし
※雨天中止
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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

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
59 【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
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
60 【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
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。

特別展展示ツアー 特別展の展示解説 第１回
福井県立恐竜博物館 研究員 中田 健太郎
61 ７月１７日（土）１３：００～１４：００
【会】福井県立恐竜博物館 特別展示室
特別展の内容と展示標本について、詳しく解説します。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】２０名

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/

特別展講演会１ 海生爬虫類の世界
東京学芸大学 准教授 佐藤 たまき
７月３１日（土）１３：００～１４：３０
62 【会】福井県立恐竜博物館 講堂

【対】一般
【申】不要
【料】無料（ただし観覧料が必
陸で恐竜たちが栄えた中生代には、海でも首長竜や魚竜などの 要）
様々な爬虫類が現れて多様化しました。本講演では、中生代の海
【定】２４０名
生爬虫類の様々なグループを取り上げ、日本で見つかる化石につ
いても紹介します。

【 丹 南 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

＜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
63 ７月３日（土）１３：３０～１５：００
【会】越前町生涯学習センター

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

わかはく講座 民俗学のおもしろさ ─あつめて・くらべて・
わかること─
福井県立若狭歴史博物館 学芸員 湯川 洋史
７月１８日（日）１３：３０～１５：００
64 【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂

【対】一般
【申】電話・メール
７月１日（木）～７月１７日（土）
【料】無料
民俗学は身近なことに注目する学問です。身の回りで不思議に
思ったことを起点に同じような事例を集めて、集めて、集めます。本 【定】２５名
福 井県 立 若狭 歴 史博 物 館
講座では具体的な事例を検討しながら、そのおもしろさを紹介しま
小浜市遠敷２－１０４
す。
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
wakahaku@snow.ocn.ne.jp（申込
専用）
嶺南美術展 夏休みは博物館で昆虫採集！ ―スカラベか
【対】小学生以上
らフィギュアまで―
【申】不要
７月３０日（金）～８月３１日（火）
【料】６００円（高校生３００円、
65 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
古代エジプトのスカラベやエミール・ガレ、ルネ・ラリックの宝飾品 小学生・中学生２００円）
をはじめ、海洋堂のフィギュアなど、昆虫や植物など森にすむ生き 【定】なし
物を形象化した作品を展示します。

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
福井県立大学 教授 吉川 伸哉
66 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
67 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

福 井県 海 浜自 然 セ ン タ ー
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
スノーケリング自然教室
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
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 【対】中学生以上のスノーケリ kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
う
ング経験者
①８月１日（日）１０：００～１５：００
【申】電話・ＦＡＸ・メール
68 ②８月２８日（土）１０：００～１６：００
各開催日の１週間前まで
【会】①烏辺島 ②常神 （集合：海浜自然センター）
【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１２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）
69 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
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【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６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

主催・問合せ・申込先 等

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
70 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）
71 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
72 【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

【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６名

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
73 （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

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

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

海のふれあい教室
夏休みの自由工作 ビーチクラフトをやってみよう！
74 ８月１日（日）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター

【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
海岸で拾える貝殻や、波にあらわれて丸くなったビーチグラス、流
【定】１６名
木や木の実などの漂着物を使って作品を作ります。

海のふれあい教室
夏の磯で生きものを探してみよう
75 ８月４日（水）、８日（日・祝） 両日とも９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸
夏の磯で生きものを探して観察します。
※荒天中止

【対】一般（小学３年生以下は
保護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】１６名

海のふれあい教室
ウェットスーツを着て磯の生きものを観察しよう
ナンシーネイチャースクール 主宰 松田 泰明
76 ８月２２日（日）１２：３０～１６：００
【会】坂井市 田の尻海岸（集合：みくに自然学習センター）

【対】小学４年生以上
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
ウェットスーツを着て、海面に浮かびながら磯の生きものを観察し 【定】６名

ます。泳げない人も海中の世界を楽しむことができます。
※荒天中止

夏のハーバリウムづくり体験
７月１０日（土）、１１日（日） 両日とも１３：００～１４：３０
77 【会】園芸ＬＡＢＯの丘
熱帯魚やクラゲが泳ぐ（！？）、涼しげな夏の水族館をイメージし
たハーバリウムを作ります。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
各開催日の１週間前まで
【料】８００円
【定】各日８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
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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

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
78 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
79 【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
80 休館日：毎週月曜日
【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。

特別展 古写真が語る敦賀 －うつりゆく「大敦賀」のまち
なみ －
前期：８月６日（金）～９月５日（日）
後期：９月７日（火）～１０月５日（火）
81 １０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日は除く）、祝日の翌日
【会】敦賀市立博物館 ２・３階展示室
敦賀市立博物館所蔵の古写真のほか、市民の方々よりご提供い
ただいた写真資料を展示・紹介し、明治～戦後に至る敦賀の町の
移り変わりを辿ります。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

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
82 ７月３日（土）１０：００～１１：３０
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室

【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。

令和３年度みはま土曜歴文講座
第４回講座 疫病と人々シリーズ１ 古代都城と疫病
－平城京の人々の医療、まじない、祈り
83 奈良文化財研究所 考古第２研究室 室長 神野 恵
８月２８日（土）１３：３０～１５：００
【会】美浜町歴史文化館 第２研修室
考古学研究の立場から、疫病と人々について語ります。
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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

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
８月２７日（金）まで
【料】無料
【定】２０名

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

えんき

TEL 0776-41-4206

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。
★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
かがく

こうざ

科学あそび講座
おと

じっけん

くん

①おっと音の実験だ ～エコーマイクとおどるヘビ君をつくろう～
②きみはコロンブスをこえられるか ～たまごの実験～
。
じっけん

7 月 10 日（土）①10 時～11 時
かいじょう

ふくい

けんりつ

としょかん

②13 時 30 分～14 時 30 分

たもくてき

会場：福井県立図書館 多目的ホール
たいしょう

しょうがく

ねんせい いじょう

しょうがく

対象：①小学1年生以上
ていいん

かくかい

じどう

ねんせい いじょう

ほごしゃ

めい

どうはんか

②小学3年生以上 （いずれも、保護者1名まで同伴可）

めい

定員：各回児童24名
りょうきん

むりょう

料金：無料
もうしこみ

でんわ

申込：電話・メール・カウンター
といあわ

ふくい

けんりつ

としょかん

問合せ：福井県立図書館 福井市下馬町 51-11
TEL (0776)33-8860
メール tosyokan@pref.fukui.lg.jp
ホームページ https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/

★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
--

かい

おひざでだっこの会
けんりつ

わかさ

としょ がくしゅう

かい

けんしゅうしつ

さい

あか

ほごしゃ

対 象 ：０～2歳の赤ちゃんとその保護者
ほごしゃ

かた

ちゃくよう

ねが

ていいん

おやこ

くみ

定員：親子５組
りょうきん

むりょう

まどぐち

ようもうしこみ

申込：電話・窓口 ※要申込
といあわ

ふくい

けんりつ

わかさ

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

つく

たいしょう

ていいん

もうしこみ

--

★
--

★

しょうがくせい

ほごしゃ

せんちゃく おやこ

くみ

定員：先着親子15組

★

TEL (0770)52-2705

しよう

対象：小学生とその保護者
りょうきん

小浜市南川町 6-11

はいしん

会場：オンラインによる配信（Zoom使用）

--

でんわ

りよう

発酵を利用してパンを作ろう
かいじょう

★

料金：無料
もうしこみ

はっこう

ちが

★ 7 月 22 日（木・祝）10 時～11 時 30 分
--

保護者の方はマスクの着用をお願いします。

★
--

た い しょう

はっこう

--

ふくい

会 場 ：福井県立若狭図書学習センター 1階 研修室

ちゅうい

食中毒に注意！
発酵とカビの違いとは？

★

7 月 14 日（水）10 時 30 分～11 時
か い じょう

しょくちゅうどく

むりょう

料金：無料
申込：ホームページ（7 月 17 日（土）まで）
といあわ

問合せ：(公社)ふくい・くらしの研究所
福井市開発 5-1603

--

TEL (0776)52-0626
メール kurashi_00017@fukuicoop.or.jp
ホームページ https://www.kuranavi.jp

★
--

★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
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★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
--

なつやす

じゆう

けんきゅう

おうえん

なに

さぐ

おいしいトマトとは何かを探ろう

★

かくじつ

--

各日10 時～12 時
えんげい

おか

会場：園芸ＬＡＢＯの丘
たいしょう

しょうがくせい

めい

定員：各日８名

つく

ソーラーでブルブル動く虫を作ろう！
7 月 24 日（土）10 時～11 時 30 分
かいじょう

はいしん

しよう

会場：オンラインによる配信（Zoom使用）
たいしょう

しょうがくせい

ほごしゃ

対象：小学生とその保護者
ていいん

せんちゃく おやこ

くみ

定員：先着親子15組
むりょう

もうしこみ

申込：ホームページ（7 月 19 日（月）まで）
といあわ

★ 問合せ：(公社)ふくい・くらしの研究所

りょうきん

かいさいび

しゅうかん ま え

うけつけ

申 込：FAX・メール（開催日の１週間前まで受付）
えんげい

おか

福井市開発 5-1603

★

TEL (0776)52-0626
メール kurashi_00017@fukuicoop.or.jp
ホームページ https://www.kuranavi.jp

--

問合せ：園芸ＬＡＢＯの丘

--

料金：300 円
もうし こみ

といあわ

むし

★ 料金：無料

ちゅうがくせい

--

かくじつ

うご

りょうきん

対象：小学生、中学生
ていいん

★
--

7 月 23 日（金・祝）
、24 日（土）
かいじょう

--

夏休み自由研究を応援

★

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

★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★-- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
こうさく

きょうしつ

子ども工作教室
きょうりゅう

★

もけい

親子で恐竜模型をつくろう！
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
さい

しょうがく

ねんせい

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

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

まな

でんぱ

ふしぎ

せかい

むせん

つうしん

たいけん

親子で学ぶ電波の不思議な世界と無線通信体験
かいじょう

ふくい

だいがく

ぶんきょう

会場 ：福井大学

こうがくけい

ごうかん

かい

文京 キャンパス 工学系3号館 １階

こうぎしつ

311L講義室
たいしょう

しょうがく

ねんせい いじょう

おやこ

対象：小学４年生以上の親子
ていいん

せんちゃく

りょうきん

むりょう

くみ

けい

めい

料金：無料
もうしこみ

ゆうそう

★ 申込：FAX・郵送・ホームページ
--

ふくい

--

うけつけ

申込：ホームページ（６月 25 日（金）から受付）
といあわ

こうざ

★ 定員：先着５組（計10名）

ひつよう

料金：無料（ただし観覧料が必要）
もうしこみ

こうかい

福井大学公開講座
お や こ

★

ほごしゃ

--

たいしょう

だいがく

★ 7 月 25 日（日）10 時～12 時
--

7 月 25 日（日）14 時～16 時
かいじょう

--

おやこ

ふくい

--

こ

（6 月 30 日（水）9 時～7 月 18 日（日））

★ 問合せ：福井大学地域創生推進本部
といあわ

TEL (0779)88-0001

--

FAX (0779)88-8700

★

ホームページ

--

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

★

ふくい

だいがく

ちいき

そうせい すいしん

ほんぶ

〒910-8507 福井市文京 3-9-1

--

TEL (0776)27-8060
FAX (0776)27-8878
ホームページ
https://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/course/

★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
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--

おやこ

かんが

親子で考えよう！
いっしょ

そな

ぼうさい

子どもと一緒に備える防災

★

しよう

会場：オンラインによる配信（Zoom使用）
たいしょう

しょうがくせい

ほごしゃ

対象：小学生とその保護者
ていいん

せんちゃく おやこ

★

くみ

--

定員：先着親子15組
りょうきん

--

はいしん

むりょう

料金：無料

★

もうしこみ

といあわ

問合せ：(公社)ふくい・くらしの研究所

--

申込：ホームページ（7 月 21 日（水）まで）

★
--

福井市開発 5-1603
TEL (0776)52-0626
メール
kurashi_00017@fukuicoop.or.jp
ホームページ
https://www.kuranavi.jp

きょうしつ

おやこ

きょうりゅう

え

親子で恐竜の絵をかこう！

★
--

7 月 26 日（月）10 時～11 時 30 分
かいじょう

こうさく

子ども工作教室

--

こ

こ

★

8 月 1 日（日）14 時～16 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（7 月 1 日（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/
--

★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★ -- ★
--

しょくぶつ

ひょうほん

なまえ

なまえ

せんせい

いっしょ

しら

したしら

ひょうほん

たいしょう

下調べした標本が対象です。
かくじつ

かい じょう

ふくいけん

そうごう

みどり

そうだんじょ

会 場 ：福井県総合グリーンセンター 緑 の相談所
たい しょう

しょうちゅうがくせい

ほごしゃ

ていいん

かくじつ

くみ

めい

定員：各日20組（40名）
りょうきん

うけつけ

申込：電話（7 月 27 日（火）から受付）
といあわ

ふくいけん

きゅうどう

そうごう

★

か い じょう

坂井市丸岡町楽間 15

ひる

ふくい

けんりつ

よる

じゅう けんどう

すもう

ぶどうかん

しょうがく

ねんせい

きゅうどう

しょうがく

ねんせい

いっぱん

ていいん

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

料金：40回コース 6,280 円
かい

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

★

といあわ

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

まどぐち

申込：福井県立武道館 窓口
ふくい

けんりつ

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 (0776)26-9400

--

TEL (0776)67-0002
ホームページ
http://www.pref.fukui.jp/doc/green-c/

どう

対 象 ： 小学 １ 年生 （ 弓道 は 小学 5 年生 ） か ら一般

もうしこみ

--

問合せ：福井県総合グリーンセンター

からて

4 月 11 日（日）～9 月 26 日（日）

--

でんわ

かい

けんどう

20回コース：弓道・なぎなた昼・銃剣道・相撲

★

むりょう

料金：無料
もうしこみ

じゅうどう

た い しょう

--

対 象 ：小中学生 とその保護者

かい

★ 会 場 ：福井県立武道館
--

各日9 時３0 分～11 時 30 分、13 時～14 時

★
--

8 月 11 日（水）、12 日（木）、13 日（金）

がくえん

★ 40回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜
--

植物の名前を先生と一緒に調べます。

ぶどう

前期 武道学園

★
--

植物標本の名前を調べよう
しょくぶつ

ぜんき

しら

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

7 月 18 日（日）10 時～15 時 20 分
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

ていいん

せんちゃく

つく

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

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

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

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

高専の入試問題で学ぼう
かいじょう

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

せんちゃく

めい

定員：先着12名
りょうきん

むりょう

料金：無料
しょうがくせい

なつやす

おやこ

かがく

きょうしつ

はじ

小学生 夏休み親子科学教室

初めての
ロボットプログラミング

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

会場：福井工業高等専門学校 図書館２階

7 月 31 日（土）9 時～15 時

コミュニティプラザ ほか
たいしょう

しょうがく

ねんせい

ほごしゃ

かいじょう

対象：小学３～６年生（保護者同伴）
ていいん

せんちゃく

たいしょう

ていいん

かい

ちゅうがくせい

せんちゃく

めい

定員：先着７名

むりょう

料金：無料
すうがく

ほんかん

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

りょうきん

むりょう

料金：無料
さんすう

たこ

つく

数学（算数）カレンダーを作ろう スポーツカイト（凧）づくりと
飛行演技
ひこう

８月１日（日）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

せんこうかとう

かい

８月７日（土）9 時 30 分～12 時 30 分

こうぎしつ

会 場 ：福井工業高等専門学校 専攻科棟3階 講義室2
たいしょう

しょうがく

ねんせい

かいじょう

せんちゃく

いっぱん きょういくとう

かい

一般教育棟３階 A-LAB ほか

めい

定員：先着15名
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

ちゅうがくせい

対象：小学4年生～中学生
ていいん

えんぎ

た い しょう

しょうちゅうがくせい

しょうがく

ねんせい

いか

ほごしゃ

どうはん

対 象 ：小中学生 （小学3年生以下は保護者同伴）

むりょう

料金：無料

ていいん

せんちゃく

めい

定員：先着１0名
りょうきん

むりょう

料金：無料
もうしこみ

申込：ホームページ
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
問合せ：福井工業高等専門学校 総務課総務・地域連携係
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
み

見つかるよ！！

24

福井ライフ・アカデミー

ゆー・あいカレッジ

７月 講演・講座一覧
日

月

火

水

木

金

2

1

土

3
★新米パパ・ママ応援講座
①10:30～12:00
②13:30～15:00

◆こころの相談
13:00～16:00

4

5

6
休館日

7

●(〇)ふるさと未来講座
＜経済・産業＞
「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」
14:00～15:30

8

9

10

16

17

◆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）

11

12
休館日

13

14

●(〇)ふるさと未来講座
＜自然科学＞
「福井を襲う内陸型
（活断層型）地震

15
若狭図書
学習センター
図書フロア休み

～避けられない
地震災害に備えて～」

10:00～11:30

◆創業相談

18

19

休館日

20

9:00～16:45

21

（ 海の 日 )

23

（スポーツの日)

24

休館日

若狭図書
学習センター
開館日

25

22

◆ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約）
◆創業相談

◆福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約）

26

27

28

29

9:00～16:45

◆法律相談 13:00～16:00

30

31

休館日
若狭図書
学習センター
開館日
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（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

※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。

令和３年度 福井ライフ・アカデミー主催 ふるさと未来講座「経済・産業」福井①

お問合せ・お申込み

福井県生活学習館

福井ライフ・アカデミー本部

ユー・アイ ふくい

ＴＥＬ ０７７６－４１－４２０６

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！

