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ふるさと探究講座 福井② 

『経ヶ岳が崩れた！ 
～数千年前の巨大土砂災害の痕跡を訪ねて～』 

 
※生活学習館発着で、バスで往復します。  （集合時間 １２：２０ ）  
※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）。 日時 １０月５日（火） 

            １２：２０～１７：００ 

講師 福井大学教育学部 

    教授 山本 博文    

定員    先着２０名 

 会場 
 

ユユーー・・アアイイ  
ふふくくいい  
 大野から勝山にかけてそびえる経ヶ岳 (1625m)は
100万年前の古い火山の名残です。火山は活動を終
えた後、風雨により削られ、崩壊してゆきます。経ヶ岳
では、数万年前から数千年前にかけても大規模な崩
壊が発生し、大量の土砂が大野・勝山の盆地へと流
れ下ってきました。今回、この痕跡をバスで巡ります。 

ゆうあいシアター④ 

『アルジャーノンに花束を』 日時 １０月１５日（金） 

       １６日（土） 

上映スケジュール 

第１回…１５日（金）１４：００～１５：４０ 

第２回…１５日（金）１９：００～２０：４０ 

第３回…１６日（土）１０：００～１１：４０ 

第４回…１６日（土）１４：００～１５：４０ 

 ※同じ作品を４回上映します。 

【要申込（１０月１４日まで）】 

定員 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名 

こちらからも申込み可能です。 入場無料 

 会場 
 

ユユーー・・アアイイ  
ふふくくいい   申込み 

 
ユユーー・・アアイイ  
ふふくくいいへへ  →申込み方法は２ページを   ご覧ください。 

 ダニエル・キイスによるＳＦファンタジー小
説の名作を、舞台をスイスのジュネーヴに移
して映像化した感動渦巻くストーリーです。 

 この作品は平成２９年６月にも上映しまし
た。参加された方から、「科学と人間、何が
幸せか考えさせられた。」「人間だけが持つ
ことのできる感情の素晴らしさを改めて感じ
た。」など、感想を頂きました。 

この映画の音声はフランス語、日本語字幕つきです。 

好評につき、定員に達しております。 
講座の詳細はこちらから。 
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こちらからも申込み可能です。  会場 
 

ユユーー・・アアイイ  

ふふくくいい  

 申込み 
 

ユユーー・・アアイイ  

ふふくくいいへへ  
→申込み方法は下欄を   ご覧ください。 

ふるさと未来講座「芸術・文化」福井① 

『地方から文化の魅力発信！      ～福井県から世界へ～』 
 フルート奏者、株式会社経営者、音楽
プロデューサー、何足もの草鞋を履きこな
し、コロナ禍にも負けず、福井県から世界
に文化の魅力を発信してきた山本晴香氏
が、音楽愛好者を増やし続ける自身の活
動について、フルート演奏を交えながらお
話しします。 

日時 １１月３日（水・祝） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 フルート奏者・ 

    concerto株式会社 代表取締役社長 

    山本 晴香  

【要申込（１１月２日まで）】 

定員 ユー・アイ ふくい  先着６０名 

 申込み 
 

ユユーー・・アアイイ  

ふふくくいいへへ  のの場場合合  

            福福井井県県生生活活学学習習館館（（ユユーー・・アアイイ  ふふくくいい）） 

＊申込みは下記のいずれかの方法で 

 ①①ままななびびぃぃネネッットトふふくくいい（（ホホーームムペペーージジ）） 

  「まなびぃネットふくい」で検索 

   →参加したい講座をクリック 

     →画面下「申し込む」をクリック 

 ②②電電話話  0776-41-4206 ③③FFAAXX  0776-41-4201 

 ④④メメーールル f-manabi@pref.fukui.lg.jp ⑤⑤窓窓口口直直接接 

 〒918-8135 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） 

【【申申込込みみ・・問問合合せせ先先】】  

 

【【FFAAXX・・メメーールル内内容容】】  

●タイトル「講座名」福井第○回 

●お名前・ふりがな  

●年齢 

●受講会場・方法 

●お電話番号 

●お住いの市・町 

●メールマガジン配信ご希望の有無 

 （ 希望 ・ 登録済み ・ なし ） 

●ゆうあいシアターのみ希望する回 

 

掲載の「講座・行事」情報について  
 新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、掲載中の「講座・行事」につきまして、変変更更・延延期期・・中中止止ととななるる場場合合があり

ます。ご理解をお願いします。 
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講座名・講師・開催日時・会場・内容　等 参加申込・対象　等 主催・問合せ・申込先　等

1

＜＜共共催催＞＞
子子どどももののススママホホ利利用用ににつついいてて　　～～ススママホホルルーールルのの作作りり方方～～
仁愛大学　准教授　安彦　智史
１０月１３日（水）１０：００～１１：３０
【会】アオッサ６階　６０７研修室
　子育ての現状と課題、気がかりな事例への対応などについて、そ
の解決方法を広く学び合い、自信をもって子どもたちに関わることが
できる”ヒント”をつかむことを目的とします。ネットと楽しく安全にうま
く付き合っていくための秘訣、家庭でのルール作りについて共に学
びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】３０名

2

＜＜共共催催＞＞
笑笑っってて笑笑っってて　　スストトレレスス解解消消
仁愛大学　非常勤講師　山村　恵子
１１月１０日（水）１４：００～１５：００
【会】アオッサ６階　６０１研修室
　シニア世代の健康寿命を延ばすための方法を解説していただきま
す。時間があれば、自宅で手軽にできる肩甲骨などを動かす体操も
教えていただきます。

【対】一般
【申】電話・はがき
【料】無料
【定】７０名

3

写写真真展展　　福福井井ののままちち並並みみ今今昔昔　　～～明明治治・・大大正正・・昭昭和和のの絵絵はは
ががききかからら～～
９月２３日（木・祝）～１２月２７日（月）
【会】福井県立歴史博物館　エントランス
　当館が所蔵する名所絵はがきをとおして、県内各地の古いまち並
みと景色の変化を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】１００円（高校生以下、
７０歳以上、障がい者手帳を
お持ちの方とその介護者１名
は無料）
【定】なし

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

4

若若狭狭武武田田氏氏のの興興亡亡一一三三〇〇年年
兵庫教育大学　名誉教授　河村　昭一
１０月３１日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　１４４０年、突然若狭にやってきた武田氏は守護大名から戦国大
名へと変化を遂げましたが、１５６８年、最後の当主が越前朝倉氏に
連れ去られて事実上その歴史を閉じます。武田氏はなぜこのような
最期を迎えなければならなかったのか、その要因を探りながら、お
よそ一三〇年の興亡の跡を、史料を通してたどります。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
１０月３０日（土）まで
【料】無料
【定】先着５０名（手話通訳・字
幕表示あり）

福福井井県県文文書書館館
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８９０
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８９１
bunshokan@pref.fukui.lg.jp

5

秋秋季季企企画画展展　　深深田田久久弥弥没没後後５５００年年記記念念展展
１０月３０日（土）～１月２３日（日）
【会】福井県ふるさと文学館
　本年が、深田久弥の没後５０年にあたるのを機に、深田の軌跡や
作品を辿り、山と文学の魅力をお伝えします。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

6

第第３３回回文文章章講講座座
新潮社　編集者　森重　良太
１０月２４日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　新潮社が運営する社会人向けの講座でエッセイ教室を担当する
人気講師が、エッセイの書き方を分かりやすく解説します。

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

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

福福井井市市中中央央公公民民館館
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

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

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

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

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

7

秋秋季季企企画画展展関関連連イイベベンントト　　増増永永迪迪男男氏氏文文学学講講座座
山岳エッセイスト　増永　迪男
１０月３０日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　山岳エッセイストとして著名な増永氏が、山と文学の魅力について
語ります。

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

8

文文学学フフェェススタタ
創創作作講講座座（（小小説説））
作家　本宮　ことは
１１月７日（日）１０：３０～１２：００
【会】福井県立図書館　研修室
　現役の作家から、小説の書き方のノウハウを学ぶ初心者向けの
特別講義を開催します。

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

9

ボボラランンテティィアアアアカカデデミミーー　　子子どどもも食食堂堂体体験験ココーースス〔〔全全４４回回〕〕
こども食堂ネットワークふくい
１０月１０日（日）、１７日（日）、３１日（日）
各日１０：００～１２：００

および次から１日を選択
１０月２３日（土）１３：００～１７：００／
２４日（日）９：３０～１２：００／２７日（水）１６：００～２０：００
【会】福井市総合ボランティアセンター　ほか
　現代の子どもたちを取り巻く状況と、県内の子ども食堂の取組み
を学びながら、その活動を支えるボランティアを体験する講座です。

【対】一般（子ども食堂や子育
て支援に関心のある方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
【料】無料
【定】先着１０名

10

みみんんななのの活活動動パパネネルル展展２２００２２11
１０月１６日（土）～１１月３日（水・祝）
【会】福井市総合ボランティアセンター、ハピリン２階　しあわ
せ広場
　市民活動への参加を促進することを目的に、ＮＰＯや市民活動団
体の活動をパネル展やワークショップで紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

11

助助成成金金申申請請にに役役立立つつ！！　　新新聞聞活活用用ビビジジネネスス（（ＮＮＩＩＢＢ））講講座座
（株）福井新聞社　みんなの新聞部長　薮内　弘昌
１０月２３日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井市総合ボランティアセンター
　助成金の申請書や広報誌、ＳＮＳなどあらゆる面で求められてい
る「文章作成力」の向上を目的に、現役の新聞記者から新聞記事の
構成や分かりやすい文章の作り方を学びます。

【対】一般（市民活動に関心
のある方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
９月２２日（水）から受付
【料】無料
【定】先着２０名

12

ややささししいい日日本本語語講講座座
（公社）ふくい市民国際交流協会　しゃべり場コーディネー
ター　日本語講師　東　利子
１０月３０日（土）１３：３０～１５：３０
【会】福井市総合ボランティアセンター
　日常生活で何気なく使用している言葉を、外国人にも分かりやす
い「やさしい日本語」に変換する実践講座です。

【対】高校生
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
９月３０日（木）から受付
【料】無料
【定】先着２０名

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

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

福福井井市市総総合合ボボラランンテティィアアセセンン
タターー
福井市中央１－２－１
ハピリン４階
ＴＥＬ（０７７６）２０－５１０７
ＦＡＸ（０７７６）２０－５１６８
volunteer@city.fukui.lg.jp
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13

ボボラランンテティィアアアアカカデデミミーー　　植植栽栽剪剪定定ボボラランンテティィアアココーースス
森口庭演　森口　朝行
１１月１３日（土）１０：００～１６：００
【会】福井市おさごえ民家園
　養浩館庭園の庭師から庭園の魅力や技術を学び、江戸時代の古
民家を展示している「おさごえ民家園」で庭木の剪定ボランティアを
体験します。
※昼食をご用意ください。

【対】一般（ボランティア活動
に関心のある方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
１０月１５日（金）から受付
【料】無料
【定】先着１５名

14

ボボラランンテティィアアアアカカデデミミーー　　環環境境・・フフーードドロロスス削削減減ココーースス〔〔全全４４
回回〕〕
福井市環境アドバイザー　村上　重明　ほか
１１月２０日（土）、２７日（土）、１２月４日（土）、１１日（土）
各日１３：３０～１５：００　ただし、２７日は１６：３０まで
【会】福井市総合ボランティアセンター
　環境問題の現状を知り、リサイクルやゴミ削減などできることを実
践しながら、環境に配慮したボランティア活動について学びます。

【対】一般（環境の取り組みに
関心のある方）
【申】電話・ＦＡＸ・メール・窓口
１０月１５日（金）から受付
【料】無料
【定】先着１５名

15

福福井井大大学学公公開開講講座座
今今だだかかららここそそ、、考考ええててみみよようう。。いいののちちののこことと　　～～苦苦ししいい時時、、つつ
ららいい時時、、ああななたたははどどうう乗乗りり越越ええまますすかか？？～～
【共催】北信がんプロ
福井大学　医学部　がん診療推進センター　特命助教　児玉
麻衣子
１０月３０日（土）１３：３０～１５：００
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍによるリアルタイム配信）
　人生は決して平坦ではないですが、苦しみやつらさから得られるも
のがあります。苦しみやつらさを乗り越えて人生を豊かに送っていく
ために、具体例を用いたワークを通して親子で楽しく学んでみませ
んか。

【対】小学５年生から高校生
の親子
【申】ホームページ
９月３０日（木）９：００～
１０月２４日（日）
【料】無料
【定】先着２０組

16

福福井井大大学学公公開開講講座座
体体験験ふふむむふふむむ数数学学ククララブブ
福井大学　教育学部　理数教育講座　教授　西村　保三、准
教授　松本　智恵子
①１１月６日（土）　②１２月４日（土）
両日とも１３：００～１６：００
【会】福井大学　文京キャンパス　①共用講義棟　２階　情報
処理演習室　②総合研究棟Ⅰ ７階　理数教育演習室
　身近な事象を題材として、実験や対話などの体験的学習によっ
て、数学を楽しんで学べる講習を目指しています。「数学は難しい、
どうして数学を学ぶのだろうか」との思いを持っている方にも参加し
ていただきたいです。

【対】一般、学生、教職員
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
①１０月５日（火）９：００～
１０月３１日（日）
②１１月５日（金）９：００～
１１月２８日（日）
【料】無料
【定】①先着２５名　②先着１５
名

17

福福井井大大学学公公開開講講座座
ススポポーーツツ公公開開講講座座　　ククロロッッケケーー入入門門
福井大学　教育学部　芸術・保健体育教育講座　教授　水沢
利栄
１１月６日（土）１０：００～１６：００
【会】福井大学　文京キャンパス　教育系１号館南　芝生広
場
　クロッケーは、芝生の上のビリヤードと呼ばれるイギリス生まれの
スポーツ。スティックでボールを打ちゲートを通過させて得点を競い
ます。体力差が勝敗に影響しないため子どもと大人が互角に戦える
スポーツです。本講座では小学５年生以上の方で初心者および初
級者の方を対象にゲームを楽しめるよう丁寧に指導します。

【対】小学５年生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
１０月６日（水）９：００～
１０月３１日（日）
【料】無料
【定】先着１６名

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

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

福福井井大大学学地地域域創創生生推推進進本本部部
（（地地域域連連携携推推進進課課））
〒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/

course/
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18

福福井井大大学学公公開開講講座座
いいまま伝伝ええたたいい！！福福井井大大学学おおすすすすめめ講講座座－－工工学学部部－－
「「ここれれっってて測測れれまますすかか？？」」　　～～分分析析化化学学でで見見ええててくくるる身身近近なな
世世界界～～
福井大学　工学部　物質・生命化学科　教授　内村　智博
１１月７日（日）１０：００～１１：３０
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍによるリアルタイム配信）
　世の中にはまだ測られていないモノ、あるいは測りたくても測れな
いモノがたくさんあります。本講座では、「炊きたてご飯の香り成分
の変化」、「乳液のような液体の混ざり具合」などの研究事例を紹介
しながら、測れないモノを測れるようにする化学（分析化学）の世界
にみなさんを招待します。

【対】一般、学生、教職員
【申】ホームページ
１０月８日（金）９：００～
１０月３１日（日）
【料】無料
【定】先着５０名

19

福福井井大大学学公公開開講講座座
小小型型ココンンピピュューータタをを使使っってて機機械械学学習習をを体体験験ししててみみよようう！！（（２２
回回連連続続講講座座））
福井大学　工学部　電気電子情報工学科　講師　川上　朋
也
１１月１３日（土）、１４日（日）　両日とも１３：００～１６：００
【会】福井大学　文京キャンパス　工学系３号館　２階　２００
号室［計算機室］
　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
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
のRaspberry Pi上で実行し、コンピュータの遠隔での操作方法も学
びます。

【対】高校生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
１０月１３日（水）９：００～
１１月７日（日）
【料】無料
【定】先着１０名

20

福福井井大大学学公公開開講講座座
みみんんななでで見見つつけけるる！！？？宇宇宙宙ののヒヒミミツツ・・分分子子ののヒヒミミツツ！！
福井大学　工学部　応用物理学科　准教授　古石　貴裕
１１月２１日（日）１４：００～１５：００
【会】福井大学　文京キャンパス　アカデミーホール
　「地球が太陽の周りをまわってるってホント？」「太陽がなくなった
ら地球はどこに行く？」「分子と地球の動き方は同じ？」コンピュータ
シミュレーションで、こんな宇宙や分子のヒミツを見つけよう！

【対】小学生以上（小学３年生
以下は保護者の同伴が望ま
しい）
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
１０月２１日（木）９：００～
１１月１４日（日）
【料】無料
【定】先着３０組
※１組５名まで。５０名になり
次第、受付終了。

21

福福井井大大学学公公開開講講座座
現現代代音音楽楽のの魅魅力力　　～～レレククチチャャーー＆＆ココンンササーートト～～
福井大学　教育学部　芸術・保健体育教育講座　准教授　星
谷　丈夫
１１月２３日（火・祝）１９：００～２１：００
【会】福井大学　文京キャンパス　アカデミーホール
　ハープは素敵で優雅な楽器というイメージが一般的ですが、実は
他にも様々な魅力があります。本講座では２０世期以降の音楽を専
門とする星谷准教授が、様々な音楽を解説し、生演奏でその魅力を
みなさんに体験していただきます。

【対】小学４年生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
１０月２２日（金）９：００～
１１月１４日（日）
【料】無料
【定】先着５０名

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

福福井井大大学学地地域域創創生生推推進進本本部部
（（地地域域連連携携推推進進課課））
〒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/
course/
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22

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
ここととばばのの容容
第第１１回回　　ここととばばでで世世界界ををどどうう見見るるかか？？
第第２２回回　　音音ををめめぐぐるるああれれここれれ
福井県立大学　学術教養センター　准教授　森　英樹
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信予定／詳細は
ホームページをご確認ください）
　発音・意味・変化・文化などあらゆる角度から、ことばの背後に広
がる認識世界を探ります。そして、当たり前のように使っている表現
が、なぜそういう姿かたちなのか、なぜ言語によってありようが違う
のかを考えます。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

23

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
美美術術商商とといいうう仕仕事事
（株）渡邊三方堂　代表取締役　渡邉　祥午
画家　花牟禮　有基
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信予定／詳細は
ホームページをご確認ください）
　本講座では、普段接する機会が殆ど無い美術商という世界につい
て解説します。美術商の成り立ちから、数多くのコレクターのコレク
ション蒐集（資産形成）に果たしてきた役割について説明し、美術品
を通したフィナンシャルアドバイザーとしての弊社の活動を説明しな
がら、美術商としてのあり方（近代化）と、今後の美術業界の流れ
を、世界経済情勢と関連して説明します。

【対】大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

24

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
ははじじめめててのの「「在在宅宅看看護護学学」」　　～～「「在在宅宅看看護護学学」」をを基基本本かかららままなな
んんででみみよようう！！～～
第第１１回回　　前前編編：：大大学学ででままななぶぶ「「在在宅宅看看護護学学」」　　～～ままずずはは知知ろろ
うう！！基基本本かからら～～
第第２２回回　　後後編編：：生生活活にに身身近近なな「「在在宅宅看看護護」」　　～～くくららししにに役役立立つつ
情情報報満満載載～～
福井県立大学　看護福祉学部　准教授　普照　早苗
福井県立大学　看護福祉学部　准教授　梅津　千香子
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信／詳細はホー
ムページをご確認ください）
　これからますます発展していく「在宅看護学」。聞いたことはあるけ
ど、実際「在宅看護」ってなに？大学でまなぶ「在宅看護学」ってど
のようなもの？興味のある皆さん、まずは「基本」から覗いてみませ
んか？

【対】中学生、高校生、大学
生、一般、専門分野関係者
（在宅看護分野ですでに就業
されている方はご存知の内容
ばかりになります。）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

25

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
福福井井県県立立大大学学のの客客員員教教授授にによよるる特特別別講講座座
第第１１回回　　ポポスストトココロロナナ時時代代のの地地方方創創生生ににつついいてて
ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ　代表　山崎　亮
第第２２回回　　生生物物多多様様性性をを生生ききるる
東京大学　名誉教授　岩槻　邦男
第第３３回回　　観観光光のの「「基基本本」」をを学学びび、、実実践践（（応応用用・・計計画画））にに取取組組むむ
立教大学　名誉教授　溝尾　良隆
第第４４回回　　ココロロナナ過過ににおおけけるるメメンンタタルルヘヘルルスス、、職職場場ココミミュュニニケケーー
シショョンン
法政大学　キャリアデザイン学部　教授　廣川　進
第第５５回回　　医医療療者者のの頭頭のの中中
放送大学大学院　文化学研究科　教授　山内　豊明
第第６６回回　　環環境境・・社社会会課課題題解解決決ののたためめののイインンパパククトト投投資資：：高高校校
生生のの投投資資教教育育にに向向けけたた提提案案
社会変革推進財団　エグゼクティブアドバイザー　安間　匡
明
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信予定／詳細は
ホームページをご確認ください）
　福井県立大学には各分野の著名な専門家が客員教授として在籍
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。
※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。
※第４回～第６回は令和３年の前期に公開した動画の再公開となり
ます。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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

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

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　
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26

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
幸幸福福度度日日本本一一のの福福井井かからら学学ぶぶ、、地地域域づづくくりりのの勘勘どどこころろ
第第１１回回　　福福井井県県はは、、ななぜぜ幸幸福福度度日日本本一一ななののかか？？
第第２２回回　　デデーータタででみみるる「「出出るる人人、、残残るる人人、、戻戻るる人人」」
福井県立大学　地域経済研究所　准教授　杉山　友城
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信予定／詳細は
ホームページをご確認ください）
　幸福度ランキング日本一といわれる福井県。その理由は何か？こ
れまでの「教育分野」と「仕事分野」の特化型とは異なる視点から、
理由を探ります。また、福井県の事例を通じて、これからの新しい地
方（ふるさと）を創るための地域政策とは何かを考えます。

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

27

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

【対】一般（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。

28

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
オオーーララルルフフレレイイルルのの予予防防～～口口かからら始始ままるる心心身身のの機機能能低低下下～～
第第１１回回　　オオーーララルルフフレレイイルルととおお口口のの健健康康
第第２２回回　　オオーーララルルフフレレイイルルをを予予防防すするる栄栄養養素素とと食食材材・・調調理理法法
第第３３回回　　みみんんななでで楽楽ししくく体体操操ししよようう！！
【共催】福井県歯科医師会／福井県立病院／福井県理学療
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
【会】オンデマンドによる動画配信（１０月配信予定／詳細は
ホームページをご確認ください）
　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。

【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

29

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
私私たたちちのの健健康康をを守守るる腸腸内内細細菌菌叢叢とと食食とと化化合合物物のの化化学学
福井県立大学　生物資源学部　講師　黒川　洋一
１０月７日（木）１９：３０～２１：００
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　腸は「第二の脳」と言われ、健康と腸内細菌叢の関係の解明が重
要視されています。本講座では、食事などの生活習慣や食成分との
関係を切り口として、パーキンソン病などの神経疾患や感染症に対
する予防や治療の上でも重要な、腸内細菌叢の最前線の化学に迫
ります。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】５０名

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

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

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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30

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
神神とと紙紙のの里里のの匠匠たたちち－－世世界界にに広広ががるる越越前前和和紙紙のの世世界界
第第１１回回　　人人間間国国宝宝がが語語るる職職人人哲哲学学
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
人間国宝　九代目　岩野　市兵衛
福井県立大学　非常勤講師・画家・和紙造形作家　増田　頼
保
１０月７日（木）１９：３０～２１：００
第第２２回回　　和和紙紙ののソソムムリリエエがが語語るる世世界界戦戦略略
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
（有）杉原商店　代表取締役社長　杉原　吉直
１０月１４日（木）１９：３０～２１：００
第第３３回回　　職職人人アアーーテティィスストトがが語語るる飛飛龍龍ワワーールルドド
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
（株）長田製紙所　代表取締役社長　長田　和也
１０月２１日（木）１９：３０～２１：００
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講義
　「神と紙の里」としての越前和紙の世界、これは日本の古来からの
伝統を守るというイメージの強い世界です。しかし、今日、この里に
は、これまでの和紙の伝統とは何かを根本的に問い直すような新た
な活動が行われ始めています。芸術とデザインを強調する新しい息
吹の一端を紹介します。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

31

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
恐恐竜竜ののおおししごごとと！！＠＠福福井井県県立立大大学学
第第１１回回　　ババーーチチャャルル恐恐竜竜学学
福井県立大学　恐竜学研究所　助教　今井　拓哉
１０月８日（金）１９：００～２０：３０
第第２２回回　　恐恐竜竜のの分分類類
福井県立大学　恐竜学研究所　助教　服部　創紀
１１月５日（金）１９：００～２０：３０
第第３３回回　　恐恐竜竜のの脳脳科科学学
福井県立大学　恐竜学研究所　准教授　河部　壮一郎
１１月２６日（金）１９：００～２０：３０
第第４４回回　　恐恐竜竜のの発発掘掘
福井県立大学　恐竜学研究所　准教授　柴田　正輝
令和４年１月７日（金）１９：００～２０：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　日本一の恐竜産地である福井県からお送りする恐竜トーク！恐竜
研究の仕事ってどんなことをしているのか、実は皆さんあまりご存じ
ないのではないでしょうか？福井県立大学恐竜学研究所の教員が
自身の最新研究紹介を交え、「恐竜のおしごと」についてお話ししま
す！

【対】小学生、中学生、高校
生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

32

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
医医療療機機関関ににおおけけるる外外国国人人患患者者受受けけ入入れれののPPooiinntt  ooff  VViieeww

第第１１回回　　福福井井県県内内のの中中小小規規模模病病院院ににおおけけるる外外国国人人患患者者受受
けけ入入れれのの現現状状とと当当事事者者のの声声
福井県立大学　看護福祉学部　講師 　上木　礼子
福井県立大学　学術教養センター　准教授　Sakka Lorraine
福井県立大学　看護福祉学部　教授　大川　洋子
医療通訳・福井市日中友好協会　副理事長　藤田　明
埼玉県・保育士　Nguyen Thi Ha
福井県立大学　小浜キャンパス　Ocean’s X　インストラク
ター　Melinda Mouri
英会話教師　Megan Daniels Yoshimoto
１０月１６日（土）１８：００～１９：３０
第第２２回回　　明明日日かかららででききるる外外国国人人患患者者対対応応ととはは？？　　～～通通訳訳しし
ややすすいい日日本本語語のの活活用用ポポイインントト～～
福井県立大学　看護福祉学部　講師　上木　礼子
福井県立大学　学術教養センター　准教授　Sakka Lorraine
福井県立大学　看護福祉学部　教授　大川　洋子
医療通訳・福井市日中友好協会　副理事長　藤田　明
１０月３０日（土）１８：００～１９：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　言葉の壁、文化や習慣の違いがある外国人患者さんへの対応、
難しく感じていませんか。本講座では当事者や医療通訳者の実体
験を具体的に知り、どのような問題があるか、どのような支援が必
要かを考えます。さらに日本語の表現を易しく通訳しやすく工夫す
れば、言葉の壁が低くなる方法を学びます。

【対】一般、専門分野関係者
（医療関係者）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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

福福井井県県立立大大学学
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
openfpu1@fpu.ac.jp
https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
先先端端増増養養殖殖科科学学科科のの先先取取りり特特別別講講座座
第第１１回回　　先先端端増増養養殖殖科科学学科科ははここんんななととこころろ
福井県立大学　海洋生物資源学部　教授　富永　修
１０月２２日(金）１９：００～２０：３０
第第２２回回　　養養殖殖ににおおけけるるIICCTT／／llOOTTのの活活用用
福井県立大学　海洋生物資源学部　准教授　渡慶次　力
１０月２５日(月）１９：００～２０：３０
第第３３回回　　ベベジジタタリリアアンン養養殖殖ははつつくくれれるるののかか
東京海洋大学　教授　佐藤　秀一
１０月２７日(水）１９：００～２０：３０
第第４４回回　　ゲゲノノムム情情報報をを利利用用ししたた魚魚類類のの育育種種
水産研究・教育機構　水産技術研究所　研究員　奥澤　公一
１０月２９日(金）１９：００～２０：３０
第第５５回回　　自自然然のの力力をを利利用用ししたた養養殖殖
福井県立大学　海洋生物資源学部　教授　富永　修
１１月１日(月）１９：００～２０：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　本学は２０２２年４月に最新の水産増養殖を学ぶ新しい学科「先端
増養殖科学科」の開設を予定しています。世界的な魚食ブームの
中、水産増養殖を取り巻く環境は大きく様変わりしつつあります。次
世代の水産増養殖について、各専門分野の先生がわかりやすく解
説します。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

34

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
即即席席めめんん業業界界がが熱熱いい！！：：ニニュューーノノーーママルル時時代代ののイインンススタタンントト
フフ－－ドドビビジジネネスス
立教大学　教授・福井県立大学　訪問研究員　内野　一樹
１０月３０日（土）１３：００～１６：１０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　新型コロナウイルスの感染拡大により、巣ごもりが求められるよう
になり、即席麺の消費量が増加しています。即席麺が社会にどのよ
うに受容され、即席麺メーカーにはどのような取り組みが求められ
ているのかを考察します。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

35

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
ススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーーををめめざざすす高高校校生生・・大大学学生生ののたた
めめのの入入門門講講座座
福井県立大学　看護福祉学部　教授　佐野　治
第第１１回回　　日日本本とと貧貧ししいい国国ににおおけけるる子子どどもものの現現状状とと課課題題
１１月４日（木）２０：００～２１：３０
第第２２回回　　児児童童・・障障害害者者のの権権利利条条約約・・ググロローーババルル定定義義ににももととづづ
くくススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーー　　実実践践のの基基本本的的考考ええ方方
１１月１１日（木）２０：００～２１：３０
第第３３回回　　ススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーーにによよるる構構造造的的・・社社会会的的
障障壁壁のの発発見見・・除除去去、、社社会会的的抑抑圧圧下下ののエエンンパパワワメメンントトとと解解放放
１１月１８日（木）２０：００～２１：３０
第第４４回回　　発発達達等等のの課課題題をを抱抱ええるる児児童童・・生生徒徒及及びび保保護護者者へへのの
具具体体的的かかかかわわりり
１１月２５日（木）２０：００～２１：３０
第第５５回回　　ススククーールルソソーーシシャャルルワワーーカカーーのの今今後後　　～～社社会会正正義義のの
育育成成～～
１２月２日（木）２０：００～２１：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　我が国では１８万人（不登校等）、世界では３億人以上（貧困等）の
子どもが、学校に通うことができません。学校を共通の場とし、普遍
的な「社会正義と人権」の実現や保障を軸に、構造的・社会的障壁
（バリア）を除去し、社会的抑圧によって心身にダメージを受けた子
どもたちやその家族とともに、エンパワメントや解放を促進するス
クールソーシャルワーカーの役割を描きます。

【対】高校生、大学生
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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

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

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
青青年年海海外外協協力力隊隊のの失失敗敗学学とと成成功功学学－－アアフフリリカカのの現現場場でで学学
ぶぶ
第第１１回回　　青青年年海海外外協協力力隊隊のの失失敗敗学学とと成成功功学学－－ママダダガガススカカルル
ののココミミュュニニテティィ開開発発隊隊員員のの体体験験談談「「専専門門性性ががななかかっったた私私のの
失失敗敗談談とと得得ししたた事事」」
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
元・青年海外協力隊　松浦　早織
１１月４日（木）１９：３０～２１：００
第第２２回回　　青青年年海海外外協協力力隊隊のの失失敗敗学学とと成成功功学学－－ベベナナンンのの小小
学学校校教教育育隊隊員員のの体体験験談談「「子子どどもも達達がが繋繋ぐぐ未未来来」」
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
（株）ジャクエツ　田畑　佑樹
１１月１１日（木）１９：３０～２１：００
第第３３回回　　青青年年海海外外協協力力隊隊のの失失敗敗学学とと成成功功学学－－ケケニニアアのの青青少少
年年活活動動隊隊員員のの体体験験談談
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
ＪＩＣＡ　ルワンダ事務所　企画調査員（ボランティア事業）・
ふくいグローバルねっとわーく　代表　山本　康夫
１１月１８日（木）１９：３０～２１：００
第第４４回回　　タタンンザザニニアアのの村村ににソソーーララーーのの明明かかりりををととももすす②②
福井県立大学　学術教養センター　教授　杉村　和彦
エコプランふくい　事務局長　吉川　守秋
カメリアセンター　所長　椿　延子
１１月２５日（木）１９：３０～２１：００
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　海外での協力活動は、多くの失敗と、その中から次につながる希
望の物語でもあります。それらの活動の中で何を学び、何を得られ
るのか。実際に海外で青年海外協力隊として活躍された方々や発
電所プロジェクトに携わっている方々とともに考えます。

【対】小学生、中学生、高校
生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

37

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
海海のの魚魚のの社社会会をを覗覗いいててみみよようう
福井県立大学　海洋生物資源学部　准教授　小北　智之
第第１１回回　　海海にに潜潜っってて魚魚のの社社会会関関係係をを理理解解すするる
１１月５日（金）１９：００～２０：３０
第第２２回回　　魚魚のの異異性性関関係係とと親親子子関関係係
１１月１２日（金）１９：００～２０：３０
【会】 ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　野生動物の世界は様々な不思議に満ちあふれています。人間が
様々な社会的関係をもちながら暮らしているように、海の中の魚た
ちも異性間、同性間、親子間、時には異種間においても、繁殖や餌
や隠れ家などをめぐって、様々な社会的関係が生じています。その
ような社会はきわめて合理的に形成されており、SCUBA潜水による
観察結果と行動生態学の理論を背景にその詳細をわかりやすく解
説します。

【対】小学生、中学生、高校
生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

38

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
学学生生とと就就職職活活動動－－昭昭和和のの““就就活活””かからら平平成成のの““シシュューーカカツツ””
へへ
第第１１回回　　学学歴歴エエリリーートトたたちちのの““縁縁故故採採用用””かからら一一括括採採用用へへ
－－１１９９２２００～～１１９９８８００年年代代のの就就職職活活動動－－
福井県立こども歴史文化館　学芸員　高岡　萌
１１月６日（土）１３：００～１４：３０
第第２２回回　　失失わわれれたた１１００年年ととゆゆととりり世世代代のの““シシュューーカカツツ””
－－１１９９９９００年年代代～～現現在在のの就就職職活活動動－－
福井県立大学　学術教養センター　准教授　國崎　大恩
１１月１３日（土）１３：００～１４：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　いつの時代の学生にとっても就職は大きな関心事です。それでは
戦前から戦後、昭和から平成にかけて学生の就職活動はどのよう
に変化し、そこで変わり続けなかったものは何でしょうか。本連続講
座では学生の就職活動の変遷をみることから、これからの就職活
動についてみなさまと一緒に考えてみたいと思います。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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

福福井井県県立立大大学学
永平寺町松岡兼定島４－１－１
ＴＥＬ（０７７６）６１－６０００
ＦＡＸ（０７７６）６１－６０１１
openfpu1@fpu.ac.jp
https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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39

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
いいよよいいよよ「「ゲゲノノムム編編集集」」作作物物がが食食卓卓ににああががるる！！
福井県立大学　生物資源学部　教授　村井　耕二
第第１１回回　　ゲゲノノムム編編集集ととはは？？
１１月１４日（日）１３：３０～１５：００
第第２２回回　　ゲゲノノムム編編集集作作物物ととどどうう付付きき合合ううかか？？
１１月１４日（日）１５：１０～１６：４０
【会】福井県国際交流会館　第３会議室
　昨年度のノーベル化学賞は「ゲノム編集」技術を開発した２名の研
究者に与えられました。「ゲノム編集」技術とは、生物の遺伝情報で
あるゲノム（DNA）の目的の部分を改変できる技術です。極論する
と、人類は思い通りの生物を作ることができるようになりました。そし
て、いよいよ「ゲノム編集」技術を用いた農作物が食卓にあがりま
す！「ゲノム編集」についてわかりやすく解説します。

【対】中学生、高校生、大学
生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】２０名
※新型コロナウイルスの感染
状況により、急遽中止になる
場合もあります。

40

福福井井県県立立大大学学　　公公開開講講座座
アアーートト＆＆デデザザイインンのの力力
武蔵野美術大学　教授・福井県立大学　理事　森山　明子
１１月１９日（金）１９：００～２０：３０
【会】ミーティングアプリ「Ｚｏｏｍ」を使った講座
　アートとデザインには限りない力があります。紫綬褒章受章の画
家・遠藤彰子、芸術推奨文部科学大臣賞受賞の建築家・内藤廣の
コロナ下の近作を読み解くことで、アートとデザインの最先端とその
魅力を伝える内容になります。

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

41

東東尋尋坊坊観観光光のの未未来来像像
福井工業大学　工学部　建築土木工学科　教授　下川　勇
１０月２日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学　３号館　５階　５０２演習室Ⅱ
　東尋坊では再開発に向けて準備を進めています。福井県内随一
の観光地として如何に再編されるのかを紹介します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

42

熱熱音音響響現現象象のの工工学学的的応応用用
福井工業大学　工学部　機械工学科　教授　清水　大
１０月２８日（木）１８：００～１９：００
【会】福井工業大学　１号館　３階　３０１講義室
　熱をエネルギー源として、独りでに音が発生する熱音響現象という
不思議な現象があります。この現象を応用して廃熱から動力を取り
出す新しい熱機関の研究を紹介します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０名

43

歩歩いいてて読読みみ解解くく都都市市ののデデザザイインン
福井工業大学　環境情報学部　デザイン学科　教授　三寺
潤
１０月３０日（土）１０：００～１２：３０（受付９：３０～）
【会】アオッサ７階　Ｆスクエア　７０６会議室
　デザインサーベイの手法を学び、まちの魅力や課題を様々な角度
から読み解きます。特に、街路や歩行者路、広場や公園などの公共
空間のデザインについて考えます。（本講座にかかる駐車場はござ
いませんので、公共交通機関をご利用下さい。また、動きやすい服
装・靴、水筒を持参して下さい。）

【対】中学生、高校生（中学生
は保護者１名同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０名

44

星星空空環環境境保保全全のの価価値値ははいいくくららかか？？
福井工業大学　環境情報学部　経営情報学科　准教授　吉
田　友美
１０月３０日（土）１０：００～１１：００
【会】福井工業大学　１号館　６階　６０４講義室
　福井県の大野市と勝山市にまたがる「六呂師高原」の星空環境を
守るために、国民はいくらくらいお金を支払っても良いと思うのかに
ついて考えます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

福福井井工工業業大大学学
地地域域連連携携研研究究推推進進セセンンタターー
福井市学園３－６－１
ＴＥＬ（０１２０）９９－７３６１
ＦＡＸ（０７７６）２９－７８４３
shakai-u@fukui-ut.ac.jp

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

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

https://www.fpu.ac.jp/openfpu/
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45

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修
認認知知症症にに関関すするる制制度度とと専専門門病病院院受受診診方方法法
福井県立すこやかシルバー病院　精神保健福祉士　山田
育弥
１０月１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
　介護保険制度の全体像、認知症専門病院受診等について説明し
ます。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

46

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修
脳脳をを活活性性化化ささせせよようう
福井県立すこやかシルバー病院　介護福祉士　大味　裕史
１０月８日（金）１３：３０～１４：１０
【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します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

47

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修
認認知知症症のの基基礎礎知知識識とと対対応応ののポポイインントト
福井県立すこやかシルバー病院　看護師　中防　千恵
１０月１５日（金）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階　会議室
　認知症の原因疾患、症状、認知症の方への対応等について説明
します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

48

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修
認認知知症症をを予予防防すするるたためめのの基基礎礎知知識識
福井県立すこやかシルバー病院　管理栄養士・認知症予防
専門士　久世　浩江
１０月２２日（金）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階　会議室
　認知症の危険因子や脳を鍛える対策、脳を元気にする食事のポ
イントについて説明します。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

49

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病院院一一般般研研修修
認認知知症症のの方方のの症症状状悪悪化化のの原原因因をを考考ええるる
福井県立すこやかシルバー病院　看護師長　帰山　知子
１０月２９日（金）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階　会議室
　認知症の方の症状が悪化する前のきっかけ等について説明しま
す。

【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
【料】無料
【定】２０名
【備】座席指定
体調不良の方、検温で３７．０
℃以上の方は入場できませ
ん。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。

50

健健康康のの森森　　健健康康講講座座　　乳乳ががんんのの予予防防とと新新ししいい治治療療
県民健康センター　副所長　田中　正樹
１０月９日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
　乳がんにもそれぞれ個性があります。その治療もすべてが同じと
いうわけではありません。個別化治療についてお話しします。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】６０名

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

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

福福井井県県立立すすここややかかシシルルババーー病病
院院
福井市島寺町９３－６
ＴＥＬ（０７７６）９８－２７００
ＦＡＸ（０７７６）９８－２７９３
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51

福福井井県県委委託託事事業業　　くくららししのの講講座座
どどうう見見直直すす生生活活費費！！ココロロナナ禍禍のの家家計計管管理理
（株）マイエフピー　ファイナンシャルプランナー　三上　真史
１０月９日（土）１３：３０～１５：００
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍ使用）
　コロナによって私たちの暮らしは大きく変化。家計の変動費を見え
る化するための取り組みが大切。先の見えない時代だからこそ、新
型コロナ禍の家計管理を実践しましょう。
※インターネットにつながる環境のパソコン、タブレットをご準備くだ
さい（Wi-Fi 環境推奨）。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月４日（月）まで
【料】無料
【定】３０名

52

福福井井県県委委託託事事業業　　くくららししのの講講座座
ネネッットト情情報報ととどどうう付付きき合合うう？？ココロロナナ禍禍ののササイイババーー犯犯罪罪
福井県警察本部　生活安全部　生活環境課　北濱　良博
１０月２３日（土）１３：３０～１５：００
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍ使用）
　ネットトラブルに巻き込まれる危険性を減らし、安全安心にイン
ターネットを使うためにはどうしたら良いのか。賢く安全に使うため
の知識を身につけましょう。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月１８日（月）まで
【料】無料
【定】３０名

53

福福井井県県委委託託事事業業　　くくららししのの講講座座
ひひもも解解くく！！ＳＳＤＤＧＧｓｓ    今今ここそそ私私たたちちのの行行動動ががカカギギ
食品ロス削減アドバイザー　福田　かずみ
１０月２９日（金）１８：３０～２０：００（トワイライトセミナー）
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍ使用）
　SDGs初心者でもわかりやすく、身近な食べものから、持続可能な
開発目標を紐解きます。私たち生活者の行動がカギになる環境問
題。そこには、どんなアプローチが必要なのでしょうか。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月２５日（月）まで
【料】無料
【定】３０名

54

福福井井県県委委託託事事業業　　くくららししのの講講座座
身身ににつつけけよようう！！生生活活にに必必要要なな金金融融のの知知識識とと判判断断力力
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員
協会(NACS）　西日本支部　消費者教育研究会　代表　消費
生活アドバイザー　田村 富美
１１月３日（水・祝）１３：３０～１５：００
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍ使用）
　現代の社会では、誰であっても、生涯にわたって様々な金融商品
と関わりを持つことになります。社会人として経済的に自立し、より
良い暮らしを送るために、金融に関する知識と判断力を身につけま
しょう。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月２９日（金）まで
【料】無料
【定】３０名

55

福福井井県県委委託託事事業業　　くくららししのの講講座座
アアフフタターーココロロナナをを生生きき抜抜くくたためめのの知知恵恵　　～～損損ををししたたくくなないい人人
のの心心理理学学～～
（株）オフィス・リベルタス　経済コラムニスト　大江　英樹
１１月１３日（土）１３：３０～１５：００
【会】オンライン講座（Ｚｏｏｍ使用）
　時代の変化が激しくなるにつれて、複雑さを増してきた世の中の
経済活動。今こそ経済の知識が強い味方。人生において大きな失
敗をしないためにも行動経済学の視点から学び、知識だけではな
く、生活の知恵を身につけましょう。

【対】一般
【申】ホームページ
１１月８日（月）まで
【料】無料
【定】３０名

56

ククリリママテテララピピーーでで生生きき生生きき森森林林浴浴健健康康ウウォォーークク
福井県気候療法士会　気候療法士インストラクター　牧野
晃治
１０月１０日（日）１０：００～１１：００
【会】ふくい健康の森　第６駐車場　集合・解散
　１分間８０歩ぐらいのペースで歩き、心肺機能向上、免疫アップを
目指します。

【対】一般
【申】不要
【料】５００円（野外活動保険、
資料代）
【定】３０名

福福井井県県気気候候療療法法士士会会
ＴＥＬ（０９０）３７６５－３４４７
ＦＡＸ（０７７８）６２－１０２２
ja9lur@hotmail.com

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

((公公社社））ふふくくいい・・くくららししのの研研究究所所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
ＦＡＸ（０７７６）５２－０６６０
kurashi_00017@fukuicoop.or.jp
https://www.kuranavi.jp
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57

いいききいいききセセミミナナーー
和和ハハーーブブをを楽楽ししむむ
（一社）和ハーブ協会　理事　堀内　康代
１０月３日（日）６：３０～７：００
１０月９日（土）１７：１５～１７：４５

58

いいききいいききセセミミナナーー
地地域域にに根根ざざすすププロロササッッカカーーククララブブをを創創るる
福井ユナイテッド株式会社　代表取締役社長兼ＧＭ　服部
順一
１０月１０日（日）６：３０～７：００
１０月１６日（土）１７：１５～１７：４５

59

いいききいいききセセミミナナーー
私私のの第第二二のの人人生生「「奔奔走走老老人人」」　　--アアジジアアにに学学校校をを創創るるボボラランン
テティィアア人人生生--
（ＮＰＯ）アジア教育友好協会　理事長　谷川　洋
１０月１７日（日）６：３０～７：００
１０月２３日（土）１７：１５～１７：４５

60

いいききいいききセセミミナナーー
身身近近ななととこころろのの戦戦国国時時代代をを探探ししててみみよようう！！
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　学芸員　石川　美咲
１０月２４日（日）６：３０～７：００
１０月３０日（土）１７：１５～１７：４５

61

いいききいいききセセミミナナーー
子子どどもものの造造形形世世界界探探訪訪
福井大学教育学部　教授　濱口　由美
１０月３１日（日）６：３０～７：００
１１月６日（土）１７：１５～１７：４５

62

ドドイイツツ語語カカフフェェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会　福住　篤
１０月２３日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館
　コーヒーを手にドイツを楽しみませんか？Deutsch lernen mit
Spass！ドイツ版ボードゲームを楽しみましょう。ドイツにおける健康
療法、クリマテラピーについての資料提供もあります。

【対】一般
【申】不要
【料】２００円
【定】なし

（（ＮＮＰＰＯＯ））福福井井県県日日独独友友好好親親善善協協
会会
ＴＥＬ（０８０）６３５４－３２７５
tea12chako@yahoo.co.jp

63

福福井井古古文文書書をを読読むむ会会
１０月１３日（水）、２７日(水)毎月第２・第４（水）
両日とも１３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社　福井総局　３階
　郷土の古文書を会員全員で輪読します。

【対】一般
【申】電話
【料】3,000円／６ヶ月
【定】なし

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

64

漢漢詩詩鑑鑑賞賞講講座座
越風吟社　代表　川口　義夫
１０月２６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・はがき
【料】2,000円／月
【定】３０名

越越風風吟吟社社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

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
（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】
県内外でご活躍の方々
【講座内容】
人文・社会、歴史・文化、娯
楽・芸能、時事、生きがい・文
化、健康・福祉、医療・介護、
年金・相続など
【受講料】
テキスト代月額４００円
【修了証書】
感想文月１回以上提出者に
修了証書交付（その他表彰あ
り）

（（社社福福））福福井井県県社社会会福福祉祉協協議議会会
地地域域福福祉祉課課　　地地域域支支援援ググルルーーププ
福井市光陽２－３－２２
ＴＥＬ（０７７６）２４－２４３３
ＦＡＸ（０７７６）２４－００４１

　 【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考　
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65

＜＜共共催催＞＞
健健康康はは笑笑いいかからら
トーク芸人　岡田　純平
１０月２日（土）１３：３０～１５：００
【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。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】１３０名

坂坂井井市市生生涯涯学学習習ススポポーーツツ課課
坂井市坂井町下新庄１－１
ＴＥＬ（０７７６）５０－３１６２
ＦＡＸ（０７７６）６６－２９３５

66

緑緑のの教教室室　　庭庭木木のの雪雪吊吊りり
福井県造園高等職業訓練校　校長　小形　秀夫
１１月４日（木）１３：３０～１５：３０
【会】福井県総合グリーンセンター　緑の相談所
　マツなどの雪吊りを学びます。（園内の実演あり）

【対】一般
【申】電話
１０月１４日（木）から受付
【料】無料
【定】先着３０名

福福井井県県総総合合ググリリーーンンセセンンタターー
坂井市丸岡町楽間１５
ＴＥＬ（０７７６）６７－０００２
green-c@pref.fukui.lg.jp

67

企企画画展展　　理理科科挿挿絵絵のの世世界界　　～～理理科科をを描描いいたた挿挿絵絵画画家家、、天天木木
茂茂晴晴　　原原画画展展～～
７月９日（金）～１０月３日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
休館日：月曜日(祝日の場合はその翌日)・祝日の翌日
【会】福井県教育博物館　展示室Ｅ
　今回の企画展では、日本の理科教育の一端を担った挿絵画家
「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。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

68

教教育育博博物物館館　　特特別別展展　　わわたたしし、、先先生生ににななるる！！　　～～鯖鯖江江女女子子
師師範範学学校校ででのの学学びび～～
１０月９日（土）～１２月１２日（日）９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）
休館日：月曜日(祝日の場合はその翌日)・祝日の翌日
【会】福井県教育博物館　展示室Ｅ
　昨年、福井大学附属図書館で、女子師範学生の一生を描いた双
六掛図が見つかりました。そこからは、当時の教師を志す女子学生
たちの学びの様子が浮かび上がってきます。今回の特別展では、
鯖江女子師範学校での学生生活や学びの様子を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

69

パパソソココンン入入門門講講座座
嶋崎  忠良
毎週　月・水・金　１３：００～１６：００
【会】高椋コミュニティセンター　３階
　初心者向け。パソコンの基礎知識、ワード（文章作成）、エクセル
（表計算）、インターネット、メール、年賀状、デジカメ、その他幅広く
学習します。

70

パパソソココンン中中級級講講座座
道見  英夫
毎週　火・木　１８：３０～２０：３０
【会】高椋コミュニティセンター　３階
　ワード、エクセルを使っての納品書や請求書、社内文書や町内の
お知らせなど文書作成、グラフ作成、就職にむけての講座です。

71

パパイイロロッットトににチチャャレレンンジジ！！
福井飛行クラブ専属教官　髙橋　英一（事業用操縦士）
１０月１０日（日）１０：００～１２：００
【会】福井空港　会議室
　セスナ機で米国西海岸の空を飛ぶ。米国西海岸ＬｉｖｅＡＴＣを聴き
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。

【対】飛行機に関心のある方
【申】不要
【料】無料
【定】なし

（（ＮＮＰＰＯＯ））日日本本災災害害救救援援飛飛行行協協会会
坂井市春江町江留中５０－１－２
福井空港ビル内
ＴＥＬ（０９０）７０８８－３０１２
a319855@gmail.com

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

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

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

（（ＮＮＰＰＯＯ））いいききいいききＩＩＴＴククララブブ
坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
ＴＥＬ（０９０）４６８８－７１４５
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72

ククリリママテテララピピーーでで生生きき生生きき森森林林浴浴健健康康ウウォォーークク
福井県気候療法士会　気候療法士インストラクター　牧野
晃治
１０月１４日（木）１０：００～１１：００
【会】福井県総合グリーンセンター　緑と花の相談所　北側
集合・解散
　１分間８０歩ぐらいのペースで歩き、心肺機能向上、免疫アップを
目指します。

【対】一般
【申】不要
【料】５００円（野外活動保険、
資料代）
【定】３０名

福福井井県県気気候候療療法法士士会会
ＴＥＬ（０９０）３７６５－３４４７
ＦＡＸ（０７７８）６２－１０２２
ja9lur@hotmail.com

【【奥奥越越地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　                   【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容　等 参加申込・対象　等 主催・問合せ・申込先　等

73

＜＜共共催催＞＞
ママイインンドドフフルルネネススっってて何何だだろろうう～～現現代代心心理理療療法法のの視視点点かからら
～～
仁愛大学　准教授　渡辺　克徳
１１月１５日（月）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター　学びの里「めいりん」
　マインドフルネスは、現在、医療やビジネスなど様々な場面で注目
されています。マインドフルネスの基本的な考え方や実践方法、そ
の効果について学びましょう。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

大大野野市市教教育育委委員員会会事事務務局局
生生涯涯学学習習・・文文化化財財保保護護課課
大野市城町９－１
ＴＥＬ（０７７９）６５－５５９０
ＦＡＸ（０７７９）６６－２８８５
shobun@city.fukui-ono.lg.jp

74

企企画画展展　　奥奥越越高高原原県県立立自自然然公公園園とと生生ききももののたたちち
９月１０日（金）～１１月１４日（日）９：００～１７：００
【会】福井県自然保護センター　本館　レクチャーホール
　奥越高原県立自然公園の自然環境は県内の他の地域では見ら
れないものが数多くある他、大自然に親しむことができる場として県
民に広く利用されています。その見どころと、そこに生息する生きも
のについて、パネルや標本、剥製などで詳しく解説します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

75

天天文文教教室室　　本本格格的的なな天天体体写写真真をを撮撮ろろうう
１０月１日（金）１９：３０～２１：３０
【会】福井県自然保護センター　観察棟
　アンドロメダ銀河や木星・土星など、天体の写真撮影に挑戦してみ
ませんか。主に天体望遠鏡とカメラをつなぐ直焦点撮影について、
解説を聞きながら撮ってみましょう。（道具は主催者側で準備しま

す。）
※曇雨天時中止

【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
す。
【料】無料
【定】１０名

76

特特別別展展展展示示ツツアアーー　　特特別別展展のの展展示示解解説説　　第第７７回回
福井県立恐竜博物館　研究員　中田　健太郎
１０月２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

77

博博物物館館セセミミナナーー
最最新新情情報報！！恐恐竜竜化化石石発発掘掘現現場場かからら産産出出ししたた昆昆虫虫化化石石
福井県立恐竜博物館　研究員　湯川　弘一
１０月１０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　２０１５年に、北谷町の恐竜化石発掘現場から昆虫化石が見つ
かったことを報告しましたが、詳細な研究の結果さまざまなことがわ
かってきました。今回はその成果の一部を紹介いたします。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名
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博博物物館館セセミミナナーー
日日本本かからら見見つつかかっったたモモササササウウルルスス類類化化石石　　～～白白亜亜紀紀後後期期
のの北北西西太太平平洋洋のの高高次次捕捕食食者者のの変変遷遷～～
ミュージアムパーク茨城県自然博物館　資料課　副主任学
芸員　加藤　太一
１０月１７日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　日本からは50点以上のモササウルス類化石が発見されていま
す。その多くは北海道の蝦夷層群および西日本の和泉層群からの
産出ですが、茨城県などからもモササウルス類の化石が見つかっ
ています。この講座では、日本のモササウルス類化石について時代
ごとに紹介します。白亜紀後期の北西太平洋に生息した高次捕食
者の変遷について考えてみましょう。

【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名

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

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

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

jp/
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特特別別展展展展示示ツツアアーー　　特特別別展展のの展展示示解解説説　　第第８８回回
福井県立恐竜博物館　研究員　薗田　哲平
１０月３１日（日）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
９月３０日（木）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】２０名
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博博物物館館セセミミナナーー
海海生生爬爬虫虫類類ととアアンンモモナナイイトトでで読読みみ解解くく「「中中生生代代のの海海」」
福井県立恐竜博物館　研究員　中田　健太郎
１１月７日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　「恐竜時代」ともいわれる中生代には、現在では見られない様々な
絶滅動物が海の中でも繁栄していました。そこで今回は首長竜など
の海生爬虫類とアンモナイトにスポットを当て、海の環境の変化とそ
れらの進化との関係を紹介します。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月７日（木）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名

【【丹丹南南地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　                   【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考
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＜＜共共催催＞＞
笑笑っってて笑笑っっててスストトレレスス解解消消
仁愛大学　非常勤講師　山村　恵子
１０月６日（水）１３：３０～１５：００
【会】南越前町南条文化会館　２階　会議室
　体を動かすことが激減したシニア世代の健康寿命を高めるための
講座です。日常生活で動かす骨や筋肉について学習し、簡単な実
技により口角を上げ、筋肉を鍛えるコツなどを学びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

南南越越前前町町教教育育委委員員会会事事務務局局
南越前町牧谷２９‐１５‐１
ＴＥＬ(０７７８)４７‐８００５
ＦＡＸ(０７７８)４７‐７０１０
kyouiku@town.minamiechizen.lg.

jp
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福福井井工工業業高高等等専専門門学学校校　　高高専専カカフフェェ
英英語語でで数数学学をを遊遊ぶぶ　　～～メメビビウウススのの帯帯のの運運命命～～
PPllaayyiinngg  wwiitthh  MMaatthh  iinn  EEnngglliisshh::  TThhee  MMoobbiiuuss  SSttrriipp  FFaattee
福井工業高等専門学校　一般科目教室
助教　Mangulabnan Pauline
１０月８日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　図書館２階　コミュニティプラ
ザ
　ハッピーエンドなのか、それとも悲劇的な終わり方なのか？この短
い体験型の講義では、２つの結合したメビウスの帯の結果に注目し
ます。メビウスの帯を分解した結果の背景にある数学的な説明を見
ていきます。もちろん、英語でもお楽しみいただけます。
　Is it a happy-ending or is it a tragic-ending? This short hands-on
lecture focuses on the outcomes of two conjoined Mobius strips.
We look at the Mathematics explanation behind the results of
dissecting the Mobius strips. Of course, we will have fun in English.

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０名

83

福福井井工工業業高高等等専専門門学学校校　　高高専専カカフフェェ
高高分分子子はは世世界界ををつつくくるる
福井工業高等専門学校　物質工学科　准教授　古谷　昌大
１１月１２日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　図書館２階　コミュニティプラ
ザ
　「高分子」という言葉、ご存知ですか？「分子は何となくわかる…け
ど“高”分子って何なの？何が高いの？」と思う方もいらっしゃるかも
しれませんね。私は、物質工学科の一教員であり、高分子の研究者
でもあります。そこで当日は、そもそも高分子とはどういう物質なの
かという話から、研究の内容、研究に対するモチベーションの話に
至るまで、ざっくばらんにお話しできたらと思います。

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０名

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

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

福福井井工工業業高高等等専専門門学学校校
鯖江市下司町
ＴＥＬ（０７７８）６２－１８８１
http://www.fukui-nct.ac.jp/
facility/arc/cafe/
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＜＜共共催催＞＞
健健康康寿寿命命のの延延ばばしし方方
～～高高血血圧圧・・糖糖尿尿病病ななどどのの生生活活習習慣慣病病のの予予防防とと改改善善～～
福井大学　准教授　此下　忠志
１０月２０日（水）１８：３０～２０：００
【会】敦賀市中郷公民館
　各実生活に役立つ、高血圧・糖尿病などの生活習慣病の予防と
改善方法を知ることで、健康寿命の延ばし方を学びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】４０名
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＜＜共共催催＞＞
中中国国をを知知りり、、中中国国語語ににふふれれててみみよようう
福井大学　准教授　永井　崇弘
１１月２０日（土）１０：００～１１：４５
【会】敦賀市立図書館
　中国の文化や特に中国語について、発音の仕方や歌を通して、中
国文化を学びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】４０名
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＜＜共共催催＞＞
基基礎礎かからら学学ぶぶ感感染染症症対対策策講講座座
福井医療大学　准教授　吉江　由加里
１０月２日（土）１０：００～１１：３０
【会】小浜市小浜公民館
　感染症とは何か、正しい標準予防策、感染症COVID－１９につい
てお話しいただきます。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】２０名

小小浜浜市市生生涯涯学学習習ススポポーーツツ課課
小浜市大手町６－３
ＴＥＬ（０７７０）６４－６０３３
syougai@city.obama.lg.jp

syougai@city.obama.fukui.jp
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＜＜共共催催＞＞
共共同同体体とと〈〈穢穢れれ〉〉
－－『『備備後後国国風風土土記記』』逸逸文文「「蘇蘇民民将将来来」」伝伝承承のの行行方方
明治大学　兼任講師　堂野前　彰子
１０月２３日（土）１３：３０～１５：００
【会】美浜町歴史文化館　第２研修室
　『備後国風土記』逸文に語られる「蘇民将来」伝承では、武塔神に
一晩の宿りを貸した弟までが殺されてしまいます。何故弟は殺さ
れ、その娘のみが生き残るのか、共同体における「穢れ」と家の没
落についてお話しします。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・はが
き
【料】無料
【定】会場２０名、オンライン聴
講１００名

美美浜浜町町歴歴史史文文化化館館
美浜町河原市８－８
ＴＥＬ（０７７０）３２－００２７
ＦＡＸ（０７７０）３２－０６１５
bunkazai@town.fukui-mihama.

lg.jp
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＜＜共共催催＞＞
高高齢齢期期のの心心のの健健康康ににつついいてて考考ええよようう
仁愛大学　教授　竹村　明子
１１月２４日（水）９：３０～１１：００
【会】美浜町生涯学習センターなびあす
　主に６０歳以上の高齢者を対象に、高齢期の心の変化や健康で
いるための秘訣についてお話しいただきます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ
【料】無料
【定】５０名

美美浜浜町町生生涯涯学学習習セセンンタターー
ななびびああすす
美浜町郷市２９－３
ＴＥＬ（０７７０）３２－１２１２
ＦＡＸ（０７７０）３２－１２２２
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＜＜共共催催＞＞
絵絵本本のの読読みみ聞聞かかせせととピピアアノノ演演奏奏ののココララボボ
仁愛女子短期大学　教授　木下　由香
１１月７日（日）１０：３０～１１：３０
【会】高浜町和田公民館　２階　大ホール
　絵本の読み聞かせとピアノ演奏がコラボすることにより、物語がさ
らに引き立てられ、想像力を膨らませながら絵本を楽しむことが出
来ます。心地よいピアノ演奏を聴きながら、物語の世界に引き込ま
れること間違いなし。

【対】親子（未就学児）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０組

高高浜浜町町和和田田公公民民館館
高浜町宮崎８６－２３－２
ＴＥＬ（０７７０）７２－１３２５
ＦＡＸ（０７７０）７２－１３２５
wada_c.c@town.takahama.fukui.jp

敦敦賀賀市市教教育育委委員員会会生生涯涯学学習習課課
敦賀市東洋町１－１
ＴＥＬ（０７７０）２５－８３１８
ＦＡＸ（０７７０）２２－４５７６
k-syogai@ton21.ne.jp

【【嶺嶺南南地地区区】】　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  【会】会場　【対】対象　【申】申込　【料】料金　【定】定員　【備】備考
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鳥鳥浜浜貝貝塚塚発発見見６６００周周年年記記念念特特別別展展　　森森とと出出会会っったた縄縄文文人人
――人人とと植植物物のの歴歴史史のの始始ままりり――
１０月１６日（土）～１１月２８日（日）
【会】福井県立若狭歴史博物館　企画展示室
　鳥浜貝塚発見６０周年を記念して、鳥浜貝塚の最新情報を紹介し
ます。テーマは縄文時代の植物利用。鳥浜貝塚の最古の縄や佐賀
市・東名遺跡の最古の編みかごなどレアな文化財を交えて、人がど
のように植物を利用していたかを紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】５００円（高校・大学生
３００円、小・中学生１５０円）
【定】なし
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特特別別展展記記念念講講演演　　トトリリハハママ人人ははススーーパパーーナナチチュュララリリスストト！！
東北大学　名誉教授　鈴木　三男
１０月３０日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　縄文のタイムカプセルと言われた鳥浜貝塚出土のさまざまな有機
質遺物の研究から、縄文人の自然と共に生きる生活が具体的に見
えてきました。食の代表としてクリ、生活具として編みかご、縄、紐、
糸などに焦点を当てて、植物資源利用の具体的様相を見ていきま
しょう。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料（ただし観覧券が必
要）
【定】先着５０名
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特特別別展展記記念念講講演演　　対対馬馬暖暖流流ベベルルトト地地帯帯とと縄縄文文農農耕耕関関連連具具
のの出出現現
愛媛大学　准教授　幸泉　満夫
１１月１３日（土）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　“対馬暖流ベルト地帯”とは、講師の幸泉氏が提唱している日本海
の西部沿岸エリア（西北部九州から山陰、丹後、若狭周辺を結ぶ広
域地帯）を指します。本講演では“対馬暖流ベルト地帯”の認識と最
新の調査成果から、縄文農耕関連具類の起源と初期の実態を探り
ます。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料（ただし観覧券が必
要）
【定】先着５０名
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海海ののふふれれああいい教教室室
秋秋のの砂砂浜浜でで生生ききももののをを探探ししててみみよようう
１０月１７日（日）９：００～１２：００
【会】小浜市西津浜　（集合：若狭高等学校　海洋キャンパ
ス）
　秋の砂浜で、小型の地引網やタモ網で生きものを採集して観察し
ます。
※荒天中止

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】１８名
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海海ののふふれれああいい教教室室
ハハロロウウィィンンナナイイトトアアククアアリリウウムム　　夜夜のの海海のの生生ききももののをを観観察察ししよよ
うう
１０月２３日（土）１８：００～２０：００
【会】海浜自然センター
　照明を落とした館内を回り、夜の海湖（うみ）の生きものの様子を
観察します。貝殻などを使ったハロウィンのクラフトも作ります。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】２００円
【定】３２名
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三三方方五五湖湖自自然然教教室室
外外来来種種ババススタターー　　ブブルルーーギギルルのの捕捕獲獲
１０月２４日（日）９：００～１２：００
【会】三方湖周辺　（集合：里山里海湖研究所　自然観察棟）
　三方湖およびその周辺に生息するブルーギル等の外来生物をか
ご網で捕獲し、外来種がどれくらいの割合で生息しているか調べま
す。
※荒天中止

【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
【定】１６名

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

福福井井県県立立若若狭狭歴歴史史博博物物館館
小浜市遠敷２－１０４
ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
wakahaku@snow.ocn.ne.jp（申し
込み専用アドレス）

福福井井県県海海浜浜自自然然セセンンタターー
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
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96

海海ののふふれれああいい教教室室
魚魚のの体体ののししくくみみをを知知っってておおいいししくく食食べべよようう
１０月３１日（日）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター
　魚を解剖して体のしくみを調べた後に、調理をして試食します。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円、魚１尾４００円
【定】１６名

97

海海ののふふれれああいい教教室室
じじゃゃここ天天をを作作っっててみみよようう！！
大島漁協　女性部　子末　とし子
１１月６日（土）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター
　普段食卓に登場しない魚を使ってじゃこ天を作ります。海の資源
保護や活用についても学ぶことができます。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円、じゃこ天１セット
３００円
【定】１６名

98

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
ササケケのの遡遡上上をを観観察察ししよようう
１１月７日（日）９：３０～１２：００
【会】若狭町　はす川流域　（集合：若狭町　梅街道落合橋付
近）
　三方湖に注ぐはす川には毎年秋にサケが遡上します。サケを観
察し、見つけた場所や行動を記録します。はす川流域を１ｋｍ程歩
きながら観察します。
※荒天中止

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

99

海海ののふふれれああいい教教室室
①①海海のの宝宝物物をを調調べべよようう！！（（ビビーーチチココーーミミンンググ））
②②漂漂着着物物アアーートトにに挑挑戦戦ししよようう！！
漂着物学会　会員　林　重雄
１１月１４日（日）①９：３０～１１：３０　②１３：００～１５：００
【会】①海浜自然センター、食見海岸　②海浜自然センター
　①晩秋の砂浜で、ビーチコーミングをしながら、どのような漂着物
があるか調べます。貝殻、ビーチグラス、流木などを見つけることが
できるかもしれません。
　②拾った漂着物や貝殻、流木などを使って、リースを作ります。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
※②の講座に参加希望の場
合、①の講座への参加が必
要です。
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】①１００円、②２００円
【定】各１６名

100

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
ババーードドウウォォッッチチンンググ冬冬　　ドドキキドドキキババーードドウウォォッッチチンンググｉｉｎｎ三三方方湖湖
日本野鳥の会　福井県　嶺南ブロック会員
１１月２７日（土）９：００～１１：３０
【会】三方湖周辺　（集合：里山里海湖研究所　自然観察棟）
　三方五湖のひとつ、三方湖にやってくる冬鳥のカモ類を中心に、
湖畔を散策しながら観察します。双眼鏡やフィールドスコープなど道
具の使い方や観察のポイントを講師の方が丁寧に指導します。
※荒天中止

【対】一般（小学生以下保護
者同伴参加）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】１００円
【定】２４名

101

ハハロロウウィィンン千千日日紅紅リリーーススづづくくりり
１０月９日（土）、１０月１０日（日）
両日とも①１０：３０～、②１３：００～
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
　園内で採れたカラフルな千日紅をベースに、ベニバナ、エキナセア
なども加えて飾り付けをします。

【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】５００円
【定】各日各回８名

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

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

福福井井県県海海浜浜自自然然セセンンタターー
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
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102

特特別別展展　　古古写写真真がが語語るる敦敦賀賀　　－－ううつつりりゆゆくく「「大大敦敦賀賀」」ののままちち
ななみみ－－
後期：９月７日（火）～１０月５日（火）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

103

企企画画展展　　俳俳句句・・俳俳諧諧資資料料とと川川上上季季石石ココレレククシショョンン展展
１０月８日（金）～１１月９日（火）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俳諧関係資料と故川上季石氏の俳句関
係コレクションを展示・紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

104

企企画画展展　　吉吉川川ココレレククシショョンン
１１月１０日（水）～１２月７日（火）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
　「吉川コレクション」は蒐集家・吉川俊夫氏が長年集められてきた
美術品で、郷土ゆかりの作家の作品はもちろん、それに留まらず日
本の書画・工芸・文芸資料を広範囲に収集しています。この度は、
博物館へ寄贈されたコレクションを展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

105

令令和和３３年年度度みみははまま土土曜曜歴歴文文講講座座
第第７７回回講講座座　　疫疫病病とと人人々々シシリリーーズズ４４　　ケケガガレレととキキヨヨメメのの精精神神
史史　　－－王王のの舞舞・・獅獅子子舞舞・・田田楽楽をを奉奉納納すするる意意義義－－
大阪市立大学　都市研究プラザ　特別研究員　橋本　裕之
１１月６日（土）１３：３０～１５：００
【会】美浜町歴史文化館　第２研修室
　王の舞・獅子舞・田楽は院政期の京都において創始された御霊会
系の祭礼において、疫病の原因であると考えられた御霊を慰撫する
べく奉納されました。新型コロナウィルスが猛威を振るう今日、美浜
町の事例などを取り上げながら、こうした芸能を奉納する意義を強
調します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１１月５日（金）まで
【料】無料
【定】会場２０名、オンライン聴
講１００名

106

令令和和３３年年度度みみははまま土土曜曜歴歴文文講講座座
第第８８回回講講座座　　疫疫病病とと人人々々シシリリーーズズ５５　　近近江江商商人人史史料料ににみみるる幕幕
末末のの感感染染症症流流行行
滋賀大学　経済学部　教授　青柳　周一
１１月２７日（土）１３：３０～１５：００
【会】美浜町歴史文化館　第２研修室
　江戸時代の麻疹（はしか）は命に関わる病でした。文久2年（1862）
にはコレラと共に大流行して多くの犠牲者を出しています。その様
子を記した近江商人の日記や書簡を中心に、感染症の歴史を振り
返ります。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１１月２６日（金）まで
【料】無料
【定】会場２０名、オンライン聴
講１００名

　

美美浜浜町町歴歴史史文文化化館館
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

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

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

自自然然
しぜん

教教室室
きょうしつ

  

骨骨
ほね

ののかかけけららかからら動動物物
どうぶつ

をを推推理理
すいり

すするる  

1100 月月3300 日日（（土土））1144 時時～～1166 時時  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：小学生
しょうがくせい

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：30名
めい

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ（9 月30 日（木）から受付
うけつけ

） 

博博物物館館
はくぶつかん

自自然然
しぜん

教教室室
きょうしつ

  

「「フフククイイララププトトルル」」ががででききるるままでで  

1100 月月33 日日（（日日））1144 時時～～1166 時時  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：小学生
しょうがくせい

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：15名
めい

   

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ 

子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ

  

光光
ひか

るる！！恐恐竜竜
きょうりゅう

ちちょょううちちんんををつつくくろろうう！！  

1100 月月2244 日日（（日日））1144 時時～～1155 時時3300 分分  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：４歳
さい

～小学
しょうがく

3年生
ねんせい

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：15組
くみ

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ 

博博物物館館
はくぶつかん

自自然然
しぜん

教教室室
きょうしつ

  

いいままをを生生
い

ききるる““恐恐竜竜
きょうりゅう

””ののほほねね  

1111 月月1144 日日（（日日））1144 時時～～1166 時時  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 実習室
じっしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：小学生
しょうがくせい

とその保護者
ほごしゃ

 

定員
ていいん

：30名
めい

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

（ただし観覧料
かんらんりょう

が必要
ひつよう

） 

申込
もうしこみ

：ホームページ（10 月14 日（木）から受付
うけつけ

） 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

県立
けんりつ

恐竜
きょうりゅう

博物館
はくぶつかん

 勝山市村岡町寺尾51-11 

TEL (0779)88-0001  FAX (0779)88-8700 

ホームページ https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

しんがた

コロナウイルスの感染
かんせん

拡
かく

大
だい

防止
ぼうし

等
とう

のため、「子
こ

どもニュース」の講座
こうざ

が変更
へんこう

・延期
えんき

・中止
ちゅうし

になる場合
ばあい

が

あります。詳
くわ

しくは、それぞれのお問合
といあわ

せ先
さき

へ確認
かくにん

してください。よろしくお願
ねが

いします。 

QR コードを読
よ

み取
と

ると、「まなびぃネッ

トふくい」でイベントが見つかるよ！！ 
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光光
ひかり

をを当当
あ

ててるるとと色色
いろ

がが消消
き

ええるる！！？？  

話話題題
わだい

のの酸酸化化
さんか

チチタタンン光光
ひかり

触触媒媒
しょくばい

ににつついいてて学学
まな

ぼぼうう  

1100 月月22 日日（（土土））1100 時時～～1111 時時  

会
かい

場
じょう

：福井
ふくい

工業
こうぎょう

大学
だいがく

 1号館
ごうかん

 4階
かい

 PBL スペース 

対象
たいしょう

：中学生
ちゅうがくせい

とその保護者
ほごしゃ

（保護者
ほごしゃ

1名
めい

まで同伴可
どうはんか

） 

定員
ていいん

：3組
くみ

  料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・FAX・ホームページ 

キキッッズズ・・イインンググリリッッシシュュ（（全全
ぜん

３３回回
かい

））  

1100 月月22 日日（（土土））、、3300 日日（（土土））、、1122 月月1111 日日（（土土））  

各各日日
かくじつ

1100 時時～～1111 時時  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

工業
こうぎょう

大学
だいがく

 シナジー館
かん

 ４階
かい

 

Study Lounge1 

対象
たいしょう

：小学生
しょうがくせい

とその保護者
ほごしゃ

（保護者
ほごしゃ

1名
めい

まで同伴可
どうはんか

） 

定員
ていいん

：30名
めい

  料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・FAX・ホームページ 

おおひひざざででだだっっここのの会会
かい

  

ススペペシシャャルル②②ママッッササーージジ編編
へん

  

1100 月月77 日日（（木木））1100 時時～～1111 時時  

会場
かいじょう

：若狭
わかさ

図書
としょ

学習
がくしゅう

センター 1階
かい

 研修室
けんしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：生後
せいご

2 か月
げつ

から歩
ある

き出
だ

すぐらいまでの赤
あか

ちゃんと

その保護者
ほごしゃ

（※予防
よぼう

接種
せっしゅ

後
ご

１日以内
いない

の参加
さんか

はお控
ひか

えください。保護者
ほごしゃ

はマスクを着
つ

けてください。） 

持
も

ち物
もの

：バスタオル・飲
の

み物
もの

（子
こ

ども用
よう

） 

定員
ていいん

：親子
おやこ

5組
くみ

  料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・窓口
まどぐち

 ※要申込
ようもうしこみ

 

問合
といあわ

せ・申込先
もうしこみさき

：若狭
わかさ

図書
としょ

学習
がくしゅう

センター 

小浜市南川町6-11 

TEL (0770)52-2705 

パパソソココンン上上
じょう

でで立立体体的的
りったいてき

なな家家
いえ

をを  

建建
た

ててよようう！！  
1100 月月3300 日日（（土土））1100 時時3300 分分～～1122 時時  

会
かい

場
じょう

：福井
ふくい

工業
こうぎょう

大学
だいがく

 6号館
ごうかん

 3階
かい

 307 MM実習室
じっしゅうしつ

 

対象
たいしょう

：小学
しょうがく

４～６年生
ねんせい

とその保護者
ほごしゃ

 

（保護者
ほごしゃ

1名
めい

まで同伴可
どうはんか

） 

定員
ていいん

：5組
くみ

  料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・FAX・ホームページ 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

工業
こうぎょう

大学
だいがく

 地域
ちいき

連携
れんけい

研究
けんきゅう

推進
すいしん

センター 福井市学園3-6-1 

TEL (0776)29-2661  FAX (0776)29-7843 
メール shakai-u@fukui-ut.ac.jp 
ホームページ  http://www.fukui-ut.ac.jp/school_lecture/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親親子子
おやこ

ででつつくくるる 33DD モモデデルル  
1100 月月22 日日（（土土））1100 時時～～1111 時時3300 分分  

会
かい

場
じょう

：福井
ふくい

工業
こうぎょう

大学
だいがく

 6号館
ごうかん

 3階
かい

 304 CAD室
しつ

 

対象
たいしょう

：小学
しょうがく

1～3年生
ねんせい

とその保護者
ほごしゃ

 

（保護者
ほごしゃ

1名
めい

まで同伴可
どうはんか

） 

定員
ていいん

：5組
くみ

  料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：電話
でんわ

・FAX・ホームページ 

市市民民
しみん

活活動動
かつどう

体体験験
たいけん

「「絵絵本本
えほん

読読
よ

みみききかかせせ会会
かい

」」  
1100 月月3300 日日（（土土））①①1133 時時～～  ②②1144 時時～～  

                      ③③1155 時時～～  ④④1166 時時～～  

会場
かいじょう

：ハピリン２階
かい

 しあわせ広場
ひろば

 

対象
たいしょう

：幼児
ようじ

・小学生
しょうがくせい

とその家族
かぞく

 

定員
ていいん

：各回
かくかい

先着
せんちゃく

10名
めい

 

料金
りょうきん

：無料
むりょう

 

申込
もうしこみ

：当日
とうじつ

会場
かいじょう

にて受付
うけつけ

 

問合
といあわ

せ：福井市
ふくいし

総合
そうごう

ボランティアセンター 

福井市中央1-2-1 ハピリン4 階 

TEL (0776)20-5107 
FAX (0776)20-5168 
メール volunteer@city.fukui.lg.jp 
ホームページ https://fukui-volunteer.net/ 

目目
め

でで見見
み

るる電電気気
でんき

信信号号
しんごう

  --電電気気
でんき

とと波波
なみ

のの関関係係
かんけい

--  

1122 月月1111 日日（（土土））1100 時時～～1155 時時３３00 分分  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

工業
こうぎょう

高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

 電気
でんき

電子
でんし

工学科棟
こうがくかとう

1階
かい

 創成
そうせい

教育
きょういく

ラボ 

対
たい

象
しょう

：中学
ちゅうがく

1、2年生
ねんせい

  定員
ていいん

：5名
めい

（応募者
おうぼしゃ

多数
たすう

の場合
ばあい

は抽選
ちゅうせん

）   

料金
りょうきん

：無料
むりょう

  申込
もうしこみ

：ホームページ 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

工業
こうぎょう

高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

 総務課
そうむか

総務
そうむ

・地域
ちいき

連携係
れんけいがかり

  鯖江市下司町 

TEL (0778)62-1881  FAX (0778)62-2597 

メール soumu@fukui-nct.ac.jp  ホームページ http://www.fukui-nct.ac.jp/others/lecture/ 
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   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「芸術・文化」 福井① 

お申込み・問い合わせ                                       
福井ライフ・アカデミー本部（事務局 県生涯学習センター） 

〒  福井市下六条町14-1 福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい内） 

ＴＥＬ ０７７６－４１－４２０６ ＦＡＸ ０７７６－４１－４２０１ 

※事前申込みのない場合は入場できません。 

       フルート奏者、株式会社経営者、音楽プロデューサー、    何足もの草鞋を履きこなし、コロナ禍にも負けず、福井県    から世界に文化の魅力を発信してきた山本晴香氏が、    音楽愛好者を増やし続ける自身の活動について、    フルート演奏を交えながらお話しします。  
11//3（水･祝） 1144:0000～～1155:3300  

  福福井井県県生生活活学学習習館館（（ユユーー・・アアイイふふくくいい））  

参加無料 要申込(11/2まで) 先着60名 県民どなたでも 

講師 フフルルーートト奏奏者者    

        ｃｃoonncceerrttoo株株式式会会社社  代代表表取取締締役役社社長長  

        山山本本  晴晴香香  氏 
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     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

１０月 講演・講座一覧 福井ライフ・アカデミー ゆー・あいカレッジ  
日日  月月  火火  水水  木木  金金  土土  

◆◆WWoommeenn’’ss  SSaalloonn  くくるるりり  

  ＠＠おおひひととりりささまま  

                  1133::3300～～1155::0000  

休休館館日日  ◆◆シシンンググルルママザザーーのの  

  ピピアアササポポーートトササロロンン  

                      1144::0000～～1155::3300  

◆◆こここころろのの相相談談    
        1133::0000～～1166::0000  

◆◆ひひととりり親親就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  
◆◆福福祉祉人人材材就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◆◆法法律律相相談談  1133::0000～～1166::0000  休休館館日日  
休休館館日日  ●●ゆゆううああいいシシアアタターー④④  

「「アアルルジジャャーーノノンンにに  

              花花束束をを」」  

  第第１１回回  1144::0000～～1155::4400  

  第第２２回回  1199::0000～～2200::4400  

休休館館日日  

休休館館日日  

◆◆創創業業相相談談    99::0000～～1166::4455  

●●ゆゆううああいいシシアアタターー④④  

「「アアルルジジャャーーノノンンにに  

              花花束束をを」」  

  第第３３回回  1100::0000～～1111::4400  

  第第４４回回  1144::0000～～1155::4400  

フレンドリーバス 
運休日 

●●ふふるるささとと探探究究講講座座  

＜＜ババススツツアアーー＞＞  

「「経経ヶヶ岳岳がが崩崩れれたた！！  

  ～～数数千千年年前前のの巨巨大大土土砂砂  

  災災害害のの痕痕跡跡をを訪訪ねねてて～～」」  

            1122::2200～～1177::0000  

◆◆創創業業相相談談    99::0000～～1166::4455  

若狭図書  学習センター 
開館日 

若狭図書 
学習センター 
図書フロア休み   ここののカカレレンンダダーーににはは、、「「ユユーー・・アアイイ  ふふくくいい」」「「若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターー」」でで

今今月月開開催催予予定定ののおおももなな行行事事をを記記載載ししててあありりまますす。。  

      印印はは次次のの講講演演やや講講座座ななどどをを表表ししてていいまますす。。  

  ●●      ……福福井井ラライイフフ・・アアカカデデミミーー（（福福井井会会場場））  

  〇〇      ……福福井井ラライイフフ・・アアカカデデミミーー（（若若狭狭会会場場））  

  ●●((〇〇))……若若狭狭会会場場ででのの同同時時配配信信あありり  

  ★★      ……ゆゆーー・・ああいいカカレレッッジジ  

  ◆◆      ……女女性性活活躍躍支支援援セセンンタターー・・女女性性総総合合相相談談  

※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。 
◆◆自自助助ググルルーーププ  ゆゆっっくくりり    

          1133::3300～～1166::0000  

◆◆ママママののたためめののピピアアササポポーートト  

  ササロロンン  1100::3300～～1122::0000  

◆◆ひひととりり親親就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◆◆福福祉祉人人材材就就業業相相談談  

  1100::0000～～1166::0000（（要要予予約約））  

◆◆自自助助ググルルーーププ  ゆゆっっくくりり    

          1133::3300～～1166::0000  

◆◆WWoommeenn’’ss  SSaalloonn  くくるるりり  

  ＠＠育育休休・・保保活活  

                  1133::3300～～1155::0000  



この作品の音声はフランス語（日本語字幕つき）です。 
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ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館） 至敦賀→

健康管理
センター

若狭高校
グラウンド

南川大橋

湯岡橋国道27号線

小浜
I.C

小浜市民
体育館

センター案内板

※ＪＲ小浜駅から徒歩15分程度かかります

小浜小学校 関西電力 Loove

←至舞鶴

N
南　
　
　
　
　

川

Ｐ
福 井 県 立
若 狭 図 書
学習センター

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

〒918-8135　福井市下六条町 14－1

開館時間／９：00～21：00（情報ルームは 20：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・第３日曜日・休日の翌日
　　　　　（土・日・休日を除く）・年末年始（12/28～1/4）
交　　通／福井駅東口からフレンドリーバス 13 分（無料）
　　　　　生活学習館前下車　徒歩 1 分

福井県立 若狭図書学習センター
TEL．0770－52－2705　FAX．0770－52－2715

〒917-0075　小浜市南川町 6－11　

開館時間／９：00～19：00（土・日・休日は 18：00 まで）
休 館 日／月曜日（休日を除く）・休日の翌日（土・日・休日を除く）
　　　　　年末年始（毎月第 4 木曜日および蔵書点検期間は 2 階
　　　　　図書フロアのみ休館）
交　　通／ＪＲ小浜駅から徒歩15分

公共交通機関のご利用とアイドリングストップにご協力ください。

発　　行

福井ライフ・アカデミー本部

（福井県生涯学習センター） まなびぃネットふくい で検索を！

講座
の情報は


