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巻 頭 言

どこまで行けるのだろう

書家

岸本 三次

今日も子ども達が筆を持って半紙に向かっている。ここは
書道教室。低学年の子供は、1 枚書いては添削を求めてくる。
中学年くらいになると、なかなか来ない。 1 枚書くと自分で
善し悪しを決めている。気に入らなければまた書き直し、そ
れを繰り返す。自分の行為を自分で判断し評価して、自分に
やり直しを命じ、
更なる高みに進もうとするのだ。これが
「自
己教育力」
。人から指図されるのではなく、自分との対話の
中から自分が自分を導いていく。主体的で、傍で見ていても
頼もしい。彼らはもはや生涯学習のスタートを切っている。
大人はどうか。20歳代から80歳代まで、少しでも美しい字
を書きたいと通ってきてくれる。時には世間話に花が咲く。
それがいい。仲間と共に字を書き、お喋りして脳を活性化させる。地域性や年代が苦労話や笑い
話を共有化させ、皆同じなんだと思って楽になる。
時々、
「なぜ書を始めたのですか？」と聞かれる。
「書が好きだから」としか答えようが無い。
書の何がそんなに好きなのだろうと自問してみる。書はきりの無い世界。これでよいという時が
ない。いつも途中であり、作品が出来たとしてもそれも経過に過ぎない。書くことは楽しい。書
を見るのも楽しい。書の裏には必ず人がいる。中国後漢時代の揚雄は「書は心画なり」と言った。
2000年も前である。書にはそれを書いた人の心が描かれていると言うことだ。書く人は書に自分
を見、見る人は書に書いた人を感じる。学生時代に「書は密室の祈りである」と聞いた。ひたす
ら自分と向き合っていく。
「無」に興味が湧いた時があり、ある老僧に「無心とは何ですか」と
聞いた。即座に「無心とは一心なり」と返ってきた。この矛盾した答えが全くストンと私の心に
落ちた。無心などと考える前に、ひたすら書けと言うことか。
山によく登った。中腹までは、このルートから見える景色しか見えない。別ルートで登ってい
る人は同じ山を登っているのに、別の景色を見ているはずだ。頂上に登れば全ての世界が見渡せ
るのに、人生はなかなか頂上を見せてくれない。どこまでも中腹なのだ。どこまで行けばよいの
か、どこまで行けるのか、今自分はどこら辺りにいるのか。その時々の一歩一歩を楽しめるのが
青春だとしたら、今が青春、いつも青春だ。だから今が楽しい。
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陶芸家・河井寛次郎は「この世は自分が作っている世界。だからこそ作り放題の世界」と言っ
た。雨が降るのを嫌がっている。嫌いな人を作っている。自分が作っているので、相手が悪いの
では無い。作り放題なんだから、なぜそんなに嫌な世界を自ら作り出すの？と言っている。豊か
で楽しい人生を自らが作り出せるのに。
ある時、走るのを止めたら、道端には花が咲いていると気がついた。走り続けの人生では、足
下にある美しいものや楽しいことは、あっても見えなかった。
「焦るな

怒るな

いじけるな」

と書いて自分を励ます。
小さい頃、母親から「いつも笑顔でいなよ、人に会ったら言葉をかけなよ」と教えられてきた。
いつも笑顔でいることは相当な努力を要する。最近「明るい顔作りは人生の修行である」
「和顔
愛語」を書にした。母の凡庸な言葉は、高僧の言と同じだったようだ。
書はどのように書くかの前に、なぜ書くか、何を書くかが問われなければならない。書く内容
がその時々の人生と直結したものでありたいと思っている。
子ども達は筆を持って知らず知らず
に自己教育。大人は小さな集団を作っ
てお喋りタイムで精神衛生をはかる。
私はと言えば、ポリアンナのように 1
日 1 日の「良かった探し」をして楽し
んでいる。「どこまで行けるのだろう」
か分からないが、筆一本の生涯学習で
ある。

心一つに

北荘かおる
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令和２年度福井ライフ・
学習需要の多様化・高度化に応えるため、講座内容の
学びの情報に触れていただけるよう、福井県内の

ふるさと
未来講座
歴史・文化や産業など幅広
い分野で福井県の魅力、優位
性、独自性などを学び、その
活かし方を考えます。
【テーマ】
歴史
自然科学
経済・産業
芸術・文化
現代社会
地域づくり

芸術・文化②12月19日
（土）

地域づくり①１月23日（土）

「新しい生活」の今、
伝えていきたい日本の文化と心

医療・福祉の専門職が運営する
カフェからはじまる健康なまちづくり
〜コミュニティナースがつぐむ地域のつながり〜

講師：元宮内庁病院看護師長・小笠原流礼法師範 中川

「礼儀作法」
を日本
の文化として捉え、
「礼儀作法」＝
「相手
を思いやる心」を所
作を交えながら教え
ていただきました。

幅広い世代を対象に、現
地学習 や 体 験 学 習 を 通 し
て、
「先進技術や伝統技術」、
「歴史的遺産」、
「自然環境」、
「地域づくり」など、福井の
魅力的な地域資源について
学びます。

ゆうあい
シアター
「子ども・家族向け」
などのテ
ーマで、
上映会を開催します。
■ 生活学習館
■ 若狭図書学習センター
3

学びの道しるべ

講師：まあるカフェ 社会福祉士・代表 西出
コミュニティナース・店員 加藤

真悟
瑞穂

カフェ運営にあたっての柔軟な考え
方や運営方法をお話しいただき、受講
生が居住する地域での地域コミュニテ
ィ育成の大きなヒントになりました。

経済・産業③１月19日
（火）

地域づくり③１月30日（土）

福井県の宇宙ビジネスへの挑戦
〜宇宙産業創出に向けた取り組み〜

たった一人からでも地域は変わる
〜まちを担う人財が次々と生まれ育つ場づくり〜

講師：福井県工業技術センター 主任研究員 松井

多志

講師：NPO法人atamista（アタミスタ）代表理事 市來広一郎

「ふくい宇宙産業創出研究
会」の取組みをもとに、自治
体初の衛星打ち上げを目指
す最前線の取組みから、今後
の県内産業への波及効果や宇宙産業拠点化へ
の夢に至るまで詳しくお話しいただきました。

熱海の課題解決のため
に取り組んでこられた具
体例について、その狙い
となる考えや根拠となる
データを交えて、分かり
やすくお話しいただきました。

第２回

ふるさと
探究講座

直美

３月20日
（土・祝）

第２回

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－
講師：福井大学国際地域学部非常勤講師 江川
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

誠一
祥子

小濱西組〜西組の湧水と伝統建築を探る〜
講師：大師湯／ KOBO主宰 馬場 淳子
村松建築社長 村松 利樹
小浜西組町並み協議会 建築委員長 村松 徹哉
OFFROW店長 前田 功

昔の面影を感じながら、
まちづくりの取組の変遷や
理論などを学びました。三
国の歴史、未来を肌で感じ、
自分の町を見つめ直すきっかけとなりました。

第３回

３月26日
（金）

講師：元福井県自然保護センター所長 松村

地域の湧水の説明を受けると
ともに、伝統建築物の構造を見学
して、建築にあたられた棟梁の解
説も聞くことができました。

第３回

若狭で体験！自然環境と私たちの今

３月20日
（土・祝）

３月21日
（日）

今庄宿と鉄道遺産（旧北陸トンネル群）

俊幸

講師：南越前町今庄観光ボランティアガイド協会 会長 高谷晧之

福井県年縞博物館や福
井県海浜自然センターな
どを訪ね、若狭の自然の
魅力とともに、貴重な自
然環境を脅かす環境問題の現状について体感
しました。

古い街並みと鉄道遺産
の見学を行い、途中でガ
イド協会会長さんとの情
報交換も行いました。参
加者からは、たくさんの
質問が出されていました。

ゆうあいシアター⑥２月19日
（金）
・20日
（土）
「紙屋悦子の青春」
原作：松田正隆
監督：黒木和雄

【参加者の声】
・戦争について思いを馳せる時間となった
・戦争という時代でも青春はやっぱりいいもの
・人の結びつきや交流が今の時代には考えられないほど
とても純粋で、若い人にも見てほしい

・ アカデミー主催講座のご報告
充実を図るとともに、
「いつでも、どこでも、手軽に」
生涯学習関連情報の一元的提供にも努めています。

芸術・文化③２月10日
（水）
絵の世界を旅してみよう
講師：福井大学教育学部 教授 濱口

由美

ワークショップを
取り入れ、絵から感
じたことを受講生か
ら引き出し、自由な
発想で楽しむことが
大切であるとお話し
いただきました。

自然科学③３月６日
（土）

歴史③３月12日
（金）

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〜

中世若狭の都市と武士

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

講師：福井県立若狭歴史博物館 学芸員 徳満

洋一

各都市に出された法
令を読み解き、その都
市の特徴や領主が都市
とどのように向き合っ
ていたかなど、大変詳
しくお話しいただきま
した。

福井県の恐竜化石発掘
調査の30年余りに及ぶ
歴史と、現在もなお新た
な発見と研究により次々
と知見が書き換えられて
いる現状について、
お話しいただきました。

地域づくり②２月20日
（土）

現代社会②３月７日
（日）

歴史④３月14日
（日）

どうする！？町内会
〜これからの地域運営を考える〜

ウオーキング教室
〜ウオーキングでコロナウイルスを乗り切ろう！〜

越前ゆかりの刀剣について

講師：仁愛女子短期大学 生活科学学科 内山

秀樹

お話の内容は、講師の
実体験を伴ったものや参
加者の質問事項に沿った
ものが多くあり、
「町内会」
にどう関わるかについて
深く考えることのできる講座になりました。

講師：福井県ウオーキング協会 会長 吉田
理事 藤本

悠

清
誠一

講師は、日本ウオーキング協会
の指導員であり、自身の体験も交
えながら分かりやすく実技指導を
され、参加者からは、正しい歩き
方が分かったという意見が多く聞かれました。

講師：京都国立博物館 主任研究員 末兼

俊彦

金属工芸の素材や技
法の基礎知識から刀の
研磨など装飾のこと、
越前ゆかりの刀剣の素
晴らしさなど、大変詳
しくお話しいただきま
した。

令和３年度福井ライフ・アカデミーのご案内
ふるさと未来講座

ふるさと探究講座

歴史・文化や産業など幅広い分野で福井県の
魅力、優位性、独自性などを学び、その活かし
方を考えます。

幅広い世代を対象に、現地学習や体験学習を
通して、福井の魅力的な地域資源について学び
ます。

令和３年度より生活学習館で開催する講
演会を若狭図書学習センターでも映像で
視聴できる講座が始まります。

ゆうあいシアター

主催講座

新

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

共催講座

市町が実施する事業に対して、費用や広報を支援します。 主催市町以外の住民の
方も参加可能です。

連携講座

福井県内の各機関や団体等が生涯学習の推進に資する事業を実施する場合に、広報
面を支援します。

講座情報は…
HP「まなびぃネットふくい」
「まなびぃネット」で検索
または右QRコードから

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

こちらから
ダウンロード
できます。
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令和２年度

ゆー・あいカレッジ講座レポート

働く女性のキャリアアップ応援コース
【キャリアアップ応援講座】
令和 2 年11月25日
（水）

令和 3 年 3 月 6 日
（土）

「印象が変わる！ビジネスマナー
仕事で信頼される“笑顔のおもてなし”
」
〈講師〉
ことは理 代表 桝谷

真澄

「仕事で信頼される“オトナの話し方”
」
〈講師〉
（同）YESプランニング 宇野

悦加

令和 3 年 3 月16日
（火）

令和 2 年12月19日
（土）

「マスク姿も美しく♡メイクレッスン
～ニューノーマル時代のメイク術～」

「
『考える』
『伝える』
ビジネス基礎力を高めよう
～半日でおさえるロジカルシンキングの基礎～」
〈講師〉
（株）リフェイス 代表取締役 中村

佳織

〈講師〉
pueri color. 主宰 箕輪恵理子

令和 3 年 1 月24日
（日）

「脚が教えてくれる身体のSOS！
忙しい女性のための脚もみセルフケア」
〈講師〉
足つぼ・よもぎ蒸しサロン
心花
（このは） 若林みゆき

【女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催】
配信期間：令和 2 年10月 1 日
（木）
～12月31日（木）
女性のための再就職支援セミナー（オンライン講座）

令和 2 年12月22日
（火）
・23日
（水）
女性のための再就職支援セミナー in福井市

「今後の暮らしにかかる支出と働くことの意義」

「必要とされ大切にされる人の自分マネジメント」

〈講師〉
ファイナンシャルプランナー CFP 万久

〈講師〉㈱ドリームワークス 代表取締役社長 山内喜代美など

弘子など

企業における女性活躍推進コース
【管理職のための女性人材育成セミナー】

【企業連携講座
（企業への講師派遣研修）
】

令和 2 年11月13日
（金）

令和 2 年12月18日
（金）

「管理職のための両立支援
マネジメントセミナー」
〈講師〉
㈱キャリアネットワーク 人材開発コンサルタント 蟇田

「健康研修
薫

生活習慣病予防・
腸活を取り入れた健康管理方法」

〈講師〉腸整Nuku’Nuku 代表 うえせともえ

次世代育成コース
【次世代育成セミナー】
令和 2 年11月14日
（土） 福井市清水中学校
11月18日
（水） 福井市殿下小中学校
令和 3 年 2 月24日
（水） あわら市金津中学校

「私が選ぶ私の進路～一人ひとりが輝くために～」
〈講師〉
仁愛大学人間学部 准教授 織田

暁子（講演は、福井市清水中学校、あわら市金津中学校にて）

男性の多い職業に就いている女性、女性の多い職業に就いている男性の方々の体験発表を行いました。

男女パートナーシップ推進コース
【指導者養成講座】
令和 3 年 2 月 6 日
（土）

「コロナ禍だからこそ改めて考えよう！家庭内の男女共同参画の現状と課題」
〈講師〉
立教大学社会学部特任教授／お茶の水女子大学名誉教授 石井クンツ昌子

【教育連携講座（講師派遣）
】
令和 2 年11月25日
（水）

「デートDV予防講習会

束縛って、愛なの？」
（丹南高等学校）

〈講師〉
福井工業大学 非常勤講師 武内

昭子

令和 3 年 1 月20日
（水）

「ハラスメント研修～相互理解を深めるコミュニケーションについて～」（福井県栄養教諭等研究会 坂井ブロック）
〈講師〉
アソシエメンタルオフィス合同会社 中村まゆみ

【県民活動支援講座（講師派遣）
】
令和 2 年11月21日
（土）

「SDGｓの基礎と県の取り組み」
（ふくいソフィアの会）
〈講師〉
福井県地域戦略部 未来戦略課 企画主査 小西富美子
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令和３年度 ゆー・あいカレッジのご案内
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している
講座です。全講座を
（公財）
ふくい女性財団へ委託しています。

働く女性のキャリアアップ応援コース

女性がさらに一歩を踏み出せるよう、方向性を定めるお手伝いをしたり、
社会で役立つスキルや情報を学んでいただいたりする講座です。

「キャリアアップ応援講座」
開催時期
目的・内容

「女性の再就職等チャレンジ支援セミナー」

６月～３月
女性が、ステップアップしながら働き続け
られるよう、キャリア形成に役立つ知識や
スキルを学ぶ機会を提供します。

企業における女性活躍推進コース

6月～２月
出産・育児や介護等で離職した女性が円滑
に再就職できるよう、必要な知識や情報を
提供し支援します。

企業における女性活躍を推進するために、女性人材や管理職が必要とす
る情報やスキルを学んでいただく講座です。

「キャリア・アカデミー」
開催時期
対
象
目的・内容

開催時期
目的・内容

「管理職のための女性人材育成セミナー」

８月～９月
県内在勤で45歳以下の女性
企業の中でリーダーとして活躍できる女性
人材を育成するため、資質や意欲を向上で
きる機会を提供し支援します。

開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
企業の管理職、人事担当者等
企業で働く女性たちが存分に能力を発揮して活
躍できるよう、管理職を対象に、正しいマネジ
メントスキルを身に付ける機会を提供します。

「企業連携講座（企業への講師派遣研修）」
開催時期
目的・内容

４月～３月
企業が、社員を対象として、働き方の改革や女性人材の活躍支援を図るための
研修を行う場合に、講師を派遣して支援します。

次世代育成コース

次代を担う若者が、固定的な性別役割分担意識などに捉われない職業選
択ができるよう、先輩の体験談を通して考えていただく講座です。

「次世代育成セミナー」
開催時期
対
象
目的・内容

「高校生のための『科学・技術者への招待セミナー』」

７月～３月
県内の中学校に在籍する生徒
中学生に対し、
社会に存在する固定的性別役
割分担意識に捉われることなく将来の職業
や生き方を選択できるよう、
必要な知識や先
輩の体験談などを学ぶ機会を提供します。

男性の家事・育児参画コース

「新米パパ・ママ応援講座」

10月～３月
結婚前のカップル、結婚後数年以内のカップル
夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う家
庭を築き、二人で幸せになる将来設計を描
くことができるよう、考え学ぶ機会を提供
します。

男女パートナーシップ推進コース

７月～３月
一般県民
地域のリーダーとして男女共同参画を推進
する人材を育成するため、必要な知識や技
能を学ぶ講座を開催します。

「教育連携講座（講師派遣）」
対象時期
主 催 者
目的・内容

開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
子育て中の夫婦等
子育て中の夫婦が、協力して家事・育児を
行うとともに、楽しんで子育てを続けるこ
とができるよう、スキルや知識を身に付け
る機会を提供します。

地域や職場で男女共同参画を推進する人材を養成する講座です。また地域や学校等
で男女共同参画を学んでいただく講座・研修を実施される場合に講師を派遣します。

「指導者養成講座」
開催時期
対
象
目的・内容

７月～12月
県内の高等学校に在籍する生徒
女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性
によって自由に進路を選択、チャレンジできる
よう、特に理系分野で活躍しているロールモデ
ルからアドバイスを受ける機会を提供します。

夫婦が、家事や育児を対等に協力し合う明るい家庭を築けるよう、考え
学ぶ機会を提供する講座です。

「カップル応援講座」
開催時期
対
象
目的・内容

開催時期
対
象
目的・内容

４月～３月
県内の学校や教育関係団体
教育関係者が男女共同参画に対する理解を
深め、子どもたちと適切に関わることがで
きるよう、勉強会等に講師を派遣し支援し
ます。

「地域連携講座（講師派遣）
」
対象時期
主 催 者
目的・内容

４月～３月
地域で活動する団体
地域社会における男女共同参画が推進する
よう、地域の団体が開催する研修に講師を
派遣し支援します。

「県民活動支援講座（講師派遣）
」
４月～３月
県内に所在地を有し、県内で活動している
団体、グループ等
目的・内容 各層の男女共同参画が推進するよう、県内
のグループや団体が企画・運営する勉強会
等に講師を派遣し支援します。
対象時期
主 催 者

学びの道しるべ
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生 活 学 習 館 のご 案 内
情報ルーム
（１階）
あなたの学びを応援します！図書、新聞等の閲覧、講座情報の収集、視聴覚教材の視聴、さまざまな
学習などにご活用ください。
この春の新着図書80冊、仕事や
生活、趣味に役立つ本、０歳からの
絵本など、
すべて貸し出しできます。
どなたでも
ご利用いただけます
（9：00～20：00、無料）

▲図書コーナー

ふくい女性活躍支援センター（２階）

女性総合相談
（２階）

あなたの
“働きたい”を応援します！！

一人で悩まないで！まずはお電話ください

お子様連れでもOK

女性総合相談専用電話
（9：00～16：45）

【就職相談・職業紹介】
火～日曜日／9：00～16：45
就職・求人内容に関する相談、
職業紹介
（ハローワーク同様、紹介状
を交付します）

【キャリア相談】
火～木曜日、土曜日／10：00～16：45
金曜日／13：00～20：00
キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談
履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導

【保育所・子育て相談】
火・木・金曜日／9：00～16：45
保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談
開所時間
電 話
e-mail
FAX
URL

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

電話：0776−41−7111／0776−41−7112
【一般相談・DV被害者相談】
火～日曜日／9：00～16：45
▼こんな相談をお受けしています
◦夫婦関係がうまくいっていない
◦離婚を考えているけど、その後の生活が不安
◦家族とうまくいかない
◦パートナーから暴力を受
けている
◦職場での人間関係がうま
くいかない

【特別相談（事前予約制）
】
法律相談
（弁護士）
毎月第４土曜日
13：00～16：00

こころの相談
（臨床心理士）
毎月第１土曜日
13：00～16：00

チャイルドルーム
（２階）

レストラン（サニースマイル）
（１階）

生活学習館、中小企業産
業大学校、県立図書館、文
書館およびふるさと文学館
をご利用される方、当館２
階の女性活躍支援センター
をご利用いただいての就職
活動（職業訓練、面接など）をされる方がご利用いた
だけます。

庭園に面し、明るくゆったりとしたお店です。生活
学習館ご利用の方はもちろん、お食事の方だけでもぜ
ひお越しください！地元素材を活かし、栄養のバラン
スもとれた日替わり定食がおすすめです。

9：00～12：00、13：00～17：00
（１日ご利用の場合はご相談ください。
）
利用料金 半日300円／１日600円
原則、ご利用日の２日前までに、
Webご予約をお願いします。
URL
https://www.f-jhosei.or.jp/childroom/
利用時間
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▲脳活コーナー

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

学びの道しるべ

◦県産スギ材を使用したボックスin
ボックスを設置。木の温もりの中
でおくつろぎいただけます。
◦手づくりお菓子、かわいいクラフ
ト雑貨も販売中！
●ご予約・お問い合わせは

サニースマイル
（0776－41－2566まで）
運営：社会福祉法人 竹伸会

若狭図書学習センターのご案内
生涯学習事業紹介
福井ライフ・アカデミー講座
令和３年度は、ふるさと未来講座（芸術・文化、自然科学、
歴史、現代社会）とふるさと探究講座を開催予定です。ふる
さと未来講座では、福井県の特性、魅力、その活かし方、最
新科学を学ぶ講座（各２回を予定）を開講します。ふるさと
探究講座では、ふるさと福井の魅力ある地域資源を見て、聞
いて、感じる現地体験の場を提供します。なお、本年度から
福井会場（福井県生活学習館）で開催されている講演会のい
くつかを若狭会場（当センター）でライブ配信により、同時に受講することができます。

図書館連携事業
ウェルカム！こども企画
幼児・児童とその保護者を対象に、えほんの会と体験活動を行う「ウェルカム！こども企画」を毎月
開催中です。今年度も楽しいえほんの会とともに、ものづくり体験や夕方の月見、コンサート等いろい
ろな企画を催します。

英語のおはなし会
地域の学校からALTを講師に招き、定期的に「英語のおはなし会」を開催しています。日本語と英語
で絵本を聞き比べる読み聞かせや、簡単な英語のゲーム等を実施し、楽しみながら本と英語に親しむ機
会を提供しています。

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

学びの道しるべ
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表紙、挿絵によせて
がんばれ日本！広大な宇宙の中の小さな星の上では、去年から続くコロナ禍の中あちこちの紛争に
加え異常気象等も心配です。
逼迫した状態の中で働かれている医療従事者の方々に感謝の気持ちで一杯です。やっとワクチンが
広まりつつあるという希望のニュースもあります。ファイザー等のワクチン２回目接種後は９割以上
が、変異型インド型に対してもかなりな抗体を持つという研究が発表されました。苦しむ日本経済に
とっても朗報です。
今私達日本人が自分達の命を守るためにできる事は、何とかワクチンが広まるまで、少しでも感染
者を抑えて医療崩壊にならない様にしていく事ではないでしょうか。
感染者の少ない賢明な福井県の皆様、県外のご家族知人の方々に、お若い方はSNSで、どうぞお伝
え下さい！いま日本は大きな瀬戸際にあります。心１つにコロナを超えていきましょう、と。
オリンピックをどうするかもいろんな意見を自由に、忖度なく話し合えるような社会であります様
にと祈っております。東京の会場には行けませんでしたが収束を心から祈って描いた絵です。
作者

新日本美術院常任理事 北荘かおる

題名

祈りの詩
（うた） （F100号）第52回新院展（東京都美術館）新日本美術院大賞受賞

鯖江市まなべの館にて

福井ライフ・アカデミー主催講座のご案内
７・８月に開催する講座の一部をご紹介します。

生活学習館

申込方法

１ 「まなびぃネットふくい」
２

電話 0776−41−4206

３

FAX 0776−41−4201

４

メール

f-manabi@pref.fukui.lg.jp
①タイトルに「講座名」をお書きください。
②お名前 ③年齢 ④受講会場・方法
⑤電話番号 ⑥お住まいの市・町
⑦メールマガジン配信ご希望の有無
（希望・登録済み・無し）

５

■お問合せ

〒918−8135 福井県福井市下六条町14−1

福
井
駅

ユー・アイ ふくい

若狭高校グラウンド

↑
坂
井

県庁
フレンドリー 福井県庁
駅前バス停

福井県生活学習館
福井県生涯学習センター

フレンドリー
アオッサ前バス停
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TEL.0770−52−2705 FAX.0770−52−2715

学びの道しるべ

P
南

ホームページ http:www.library-archives.pref.fukui.lg.jp

川

北
陸
自
動
車
フレンドリー 道
バス停

赤十字前

花堂
福 福
井 井
鉄 鉄
道 道

福井県立若狭図書学習センター
E-mail w-tosho@pref.fukui.lg.jp

福井県立
若狭図書学習センター

県立図書館

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

ベル

越
前
花
堂
駅

県産業会館
P

鯖
江
↓

小浜I.C

健康管理
センター

大野→

足羽川

［施設利用申込専用］

〒917−0075 小浜市南川町6−11

福井
I.C

８

TEL.0776−41−4203 FAX.0776−41−4210

南川大橋

小浜市民
体育館

158

TEL.0776−41−4200㈹ FAX.0776−41−4201

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

窓口直接

産県
業中
大小
学企
校業

小浜小学校

関西
電力

Loove

センター案内看板

P

JR小浜駅

福井県生活学習館
ユー・アイふくい

←舞鶴

※JR小浜駅から徒歩15分程かかります
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湯岡橋

敦賀→

