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ユー・アイ ふくい
○SDGsと企業経営「良い会社」と
「良い地域社会」をつくるSDGsとは
○地域の文化財を発見し護ること
〜ご先祖の残したものは大切に〜

若狭図書学習センター
○聖武天皇 大仏への道

福井ライフ・アカデミー本部
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【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
●年齢
【申込み・問合せ先】 福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい） ●受講会場・方法
●お電話番号
＊申込みは下記のいずれかの方法で
●お住いの市・町
①まなびぃネットふくい（ホームページ）
●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
→画面下「申し込む」をクリック

●ゆうあいシアターのみ希望する回

②電話 0776-41-4206 ③FAX 0776-41-4201
④メール f-manabi@pref.fukui.lg.jp ⑤窓口直接
〒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）

の場合
【申込み・問合せ先】 福井県立若狭図書学習センター
＊申込みは下記のいずれかの方法で

①電話 0770-52-2705

②FAX 0770-52-2715

③メール w-tosho@pref.fukui.lg.jp

【FAX・メール内容】
●タイトル「講座名」若狭第○回
●お名前・ふりがな
●年齢
●お電話番号
●お住まいの市・町
●メールマガジン配信ご希望の有無
（ 希望 ・ 済み ・ なし ）

④窓口直接

〒917-0075 小浜市南川町 6-11 福井県立若狭図書学習センター

若狭へ
同時配信

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

日時

１４：００～１５：３０

ふくいへ

ふるさと未来講座「歴史」福井③

２月１１日（金・祝）

講師 歴史家・作家

加来 耕三
『グリフィスの遺産～来福１５０年を迎えて～』

【要申込（２月１０日まで）】
先着１５０名
若狭図書学習センター先着 ３０名

定員 ユー・アイ ふくい
2021年は、ウィリアム・Ｅ・グリフィスが来
福して１５０年という節目の年にあたりま
す。幕末、越前福井藩が掲げた“明治維
新”の理想―「公議公論に決すべし」は、
グリフィスを日本に招くことにつながってい
たということ、また日下部太郎はなぜ、アメ
リカで客死しなければならなかったのか。
今、全てが解き明かされます。

こちらからも申込み可能です。

会場

申込み

若狭図書学習

若狭図書学習

センター

センターへ

ふるさと未来講座「歴史」若狭②

『聖武天皇 大仏への道』

日時

２月１３日（日）
１３：３０～１５：００

講師 奈良国立博物館 名誉館員
半蔵門ミュージアム 館長

西山 厚
【要申込（２月１２日まで）】

旱魃飢饉、大地震、疫病の大流行。そ
の時、聖武天皇は、なぜ大仏を造ろうと思
い立ったのでしょうか。そもそも大仏とはど
のような仏なのでしょうか。コロナ禍のな
か、聖武天皇と大仏が、もっと身近な存在
になるはずです。

定員 若狭図書学習センター先着 ３０名

講座の詳細はこちらから。
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会場

申込み

ユー・アイ

ユー・アイ

ふくい

ふくいへ

日時

２月１９日（土）
１４：００～１５：３０

ふるさと未来講座「経済・産業」福井③

講師 日刊工業新聞社 編集局

松木 喬
『SDGsと企業経営
「良い会社」と「良い地域社会」をつくる
ＳＤＧｓとは』
■ＳＤＧｓについて
なぜ、国連の目標であるＳＤＧｓに企業
も注目するのか。ＳＤＧｓを解説し、ビジネ
スとのつながりを解き明かします。
■ＳＤＧｓと企業の関係
ＳＤＧｓを活動の参考にする企業は「良
い会社」になります。その根拠を豊富な企
業事例から紹介します。
■ＳＤＧｓは地域も良くする
ＳＤＧｓを意識する企業が増えれば、地
域社会も良くなります。その理由を説明し
ます。

※講師は来館されずオンラインで
ご講演されます。

【要申込（２月１８日まで）】
定員 ユー・アイ ふくい

先着６０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
ふくいへ

ふるさと未来講座「芸術・文化」福井③

日時

２月２３日（水・祝）
１４：００～１５：３０

講師 京都国立博物館 名誉館員

久保 智康
『地域の文化財を発見し護ること
～ご先祖の残したものは大切に～』
地域で生きる私たちにご先祖が残してく
れたものはすべて文化財です。神社やお
寺、古い民家、祭りなどから地名、福井弁
まで、すべてです。文化財の宝庫・京都
で仕事をし福井へ帰り、改めて地元の文
化財の豊かさに気づくこの頃です。それら
を発見することは楽しいですが、護り伝え
ることは簡単ではありません。まもなく新幹
線が来るいま、文化財の意味とその価値
を問い直したいと思います。

【要申込（２月２２日まで）】
先着 ６０名
若狭図書学習センター先着 １５名

定員 ユー・アイ ふくい

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

ふくいへ

ゆうあいシアター⑥
ドキュメンタリー映画

『生き抜く 南三陸町 人々の一年』
■監督：森岡紀人
■プロデューサー：井本里士
製作：MBS 2012年
2013年ニューヨーク・フェスティバル

日時

２月２５日（金）
２６日（土）

上映スケジュール

第１回…２５日（金）１０：００～１１：４０
第２回…２５日（金）１４：００～１５：４０
第３回…２６日（土）１０：００～１１：４０
第４回…２６日（土）１４：００～１５：４０
※同じ作品を４回上映します。

【要申込（２月２３日まで）】
定員 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名

ドキュメンタリー映画部門銀賞

入場無料

こちらからも申込み可能です。

会場

申込み

若狭図書学習

若狭図書学習

センター

センターへ

日時

３月 ５日（土）
１０：００～１６：００

ふるさと探究講座 若狭①

『小水力発電と暦（陰陽師）』
全国的にも珍しい「砂防ダム」を利用した「サイフォ
ン式」小水力発電施設と、陰陽師とのつながり深い名
田庄納田終区にある暦会館を見学します。地域を活
かす取組みを学びます。

【要申込（３月２日まで）】
定員 若狭図書学習センター先着 １０名

※若狭図書学習センター発着で、バスで往復し
ます。
（集合時間 ９：５０ ）
※詳しくは若狭図書学習センターホームページ
を御覧ください（右QRコードから）。
講座の詳細はこちらから。
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会場
ユー・アイ

ふくい

若狭へ
同時配信

申込み

日時

ユー・アイ

３月１７日（木）
１４：００～１５：３０

ふくいへ

講師 株式会社 studio-L
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
～人と人とをつなぐコミュニティづくり～』

代 表

山崎 亮

※講師は来館されずオンラインで
ご講演されます。

【要申込（３月１６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。

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

「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。
※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中
止した講座を、日程を変更して開催します。
こちらからも申込み可能です。

掲載の「講座・行事」情報について
新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、掲載中の「講座・行事」につきまして、変
変更・延
延期・中止となる場合があり
ます。ご理解をお願いします。

4

※ 講座内容等は変更になることもあります。詳細は、実施機関にお問い合わせください。

s新型コロナウイルス感染拡大防止等のため、掲載中の「講座・行事」につきまして、
変更・延期・中止となる場合があります。ご理解をお願いします。

【 福 井 ・ 高志 地 区 】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
＜共催＞
こどもの食育講座 チョコレートスイーツづくり
仁愛大学 助手 井上 友貴
1 ２月６日（日）１３：３０～１５：３０
【会】社会福祉総合施設 やすらぎの郷
親子で楽しくかんたんチョコレートスイーツを作りましょう。家族や
好きな人にプレゼントしてみませんか？

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】親子
【申】電話
【料】５００円
【定】親子１０組

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

【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
2
明智光秀が越前国で過ごした１０年間に関する福井新聞コラム
「青の１０年」をパネルで紹介します。一乗谷朝倉氏遺跡特別史跡 お持ちの方とその介護者１名
指定５０周年・特別名勝指定３０周年記念パネルも併せて展示しま は無料）
す。
【定】なし
写真展 戦国越前の謎を解く ～明智光秀（青の１０年）～
１月３日（月）～５月１７日（火）
【会】福井県立歴史博物館 エントランス

第２回 高校生オンラインビブリオバトル
県立図書館司書（進行）
２月６日（日）１０：００～１１：００
3 【会】各自宅などオンライン可能な場所で実施

【対】高校生（ニックネームで
の参加可）
【申】メール・ホームページ
※定員になり次第締切
自宅等に居ながら、高校生同士で本を紹介し、話し合う、オーディ
【料】無料
エンス（聴衆）のいない少人数での「ビブリオバトル」をオンライン形
【定】先着６名
式で開催します。

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

福井県立図書館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
tosyokan@pref.fukui.lg.jp
https://www.library-archives.
pref.fukui.lg.jp/tosyo/

特別展 宮城谷昌光 古代中国小説の軌跡
１１月２６日（金）～２月１６日（水）
4 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
作家・宮城谷昌光氏から寄贈された貴重な資料の一部を展示しま
【定】なし
す。

特集展示 ふくい雨もよう雪もよう
１１月２６日（金）～３月２３日（水）
5
【会】福井県ふるさと文学館
福井の雨や雪の景色とともに描かれた作品を紹介します。

特集展示 ようこそ文学館へ
１２月２４日（金）～３月２３日（水）
6 【会】福井県ふるさと文学館
2021年にふるさと文学館に来られた作家のメッセージを紹介しま
す。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

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

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

5

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等
青森県近代文学館パネル展 青函を旅した文人たち
１月２８日（金）～３月２３日（水）
7 【会】福井県ふるさと文学館
青森と函館、両地を旅した文人たちの足跡をパネルで紹介しま
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

全国文学館協議会共同展示 ３．１１文学館からのメッセー
【対】一般
ジ
【申】不要
２月１８日（金）～４月中旬
8
【料】無料
【会】福井県ふるさと文学館
東日本大震災から１１年、福井地震など災害やコロナ禍を描いた 【定】なし
作品を展示します。

福井県ふるさと文学館
福井市下馬町５１－１１
鈴木まもる氏講演会 『みずとはなんじゃ？』 と鳥の巣の不
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６６
【対】一般
思議
ＦＡＸ（０７７６）３３－８８６１
【申】電話・ＦＡＸ・メール・ふる bungakukan@pref.fukui.lg.jp
絵本作家、鳥の巣研究家 鈴木 まもる
9 ２月２６日（土）１４：００～１６：００
さと文学館カウンター
【料】無料
【会】県立図書館 多目的ホール
絵本作家の鈴木まもる氏に、ご自身のお仕事や、かこさとしとの思 【定】５０名
い出、ライフワークの鳥の巣研究について語っていただきます。

武藤政彦氏文学講座 ムットーニ 創作の秘密
自動からくり人形作家 武藤 政彦
２月２７日（日）１４：００～１５：３０
10 【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
自動からくり人形箱「ムットーニ」製作者の武藤政彦氏を講師に迎 【料】無料
え、文学作品を題材にした数々の作品などについてお話しいただき 【定】６０名
ます。

福井大学 公開講座
ドクターＧの「あんな医者、こんな症状の見聞き術」
福井大学 医学部 総合診療・総合内科センター長、総合診
療部 教授 林 寛之 ほか
【対】中学生以上
①２月１１日（金・祝） ②２月２７日（日）
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
両日とも１４：００～１５：３０
ジ
【会】ハピリン ３階 ハピリンホール
11 人をまるっと診るのが総合診療。あなたの全身を見てくれるかかり ①２月６日（日）まで
つけ医を持つ利点とうまい医者のかかり方を知りましょう。いつ医者 ②２月２０日（日）まで
に急ぐべきか、救急の新常識も同時に勉強しておけば鬼に金棒で 【料】無料
すね。将来医師を目指す中高生の皆さんのご参加もお待ちしていま 【定】各日先着１００名
す！
＜各回の内容＞
①動物外傷、心肺停止の対応、急な外傷の対処法
②頭痛、脳梗塞、急な嘔吐・下痢

福井大学 公開講座
統計・データサイエンスへの誘い
福井大学 医学部 医療統計学 教授 藤田 亮介、教育学
部 理数教育講座 准教授 松本 智恵子
３月１９日（土）１３：００～１６：００
12 【会】福井大学文京キャンパス 共用講義棟 １階 Ｋ１１０講
義室、２階 情報処理演習室

【対】高校生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
２月１４日（月）９：００～
３月１３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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福井大学地域創生推進本部
（地域連携推進課）
〒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/

【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
福井県立大学 公開講座
こ と ばの容
第１回 ことばで世界をどう見るか？
第２回 音をめぐるあれこれ
第３回 ことばの変化はでたらめか？
第４回 名づけの「定め」
第５回 日本語に好みはあるか？
13 第６回 和製英語のからくり
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（詳細はホームページをご
確認ください）

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】高校生、大学生、一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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。

福井県立大学 公開講座
アンケート調査の設計と分析の基本 ～ちゃんと分析できな
きゃ、しなきゃもったいない～
第１回 アンケート調査のデータから情報を搾り取るには
第２回 アンケートは調査づくりが９割
第３回 調査で仮説を確かめるには（推測統計のロジック）
第４回 データの情報量と分析手法
第５回 エクセルを使った統計量の求め方
第６回 エクセルでのクロス集計、相関係数の算出
14 第７回 エクセルでのグラフの作成（円グラフ、棒グラフ）
第８回 エクセルでのグラフの作成（帯グラフ）
福井県立大学 看護福祉学部 教授 塚本 利幸
【会】オンデマンドによる動画配信（詳細はホームページをご
確認ください）

【対】一般、専門分野関係者
（アンケート調査を実施される
予定の行政関係者など）
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし
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/

アンケート用紙の作り方、データの分析の仕方の初歩的な知識の
有無によって、調査から引き出せる情報の質と量は大きく変わりま
す。料理法を知らないと美味しい料理が作れないのと同じです。お
金と手間と時間をかけてアンケートを実施するのだから、ちゃんと分
析できるようになりましょう。

福井県立大学 公開講座
美術商という仕事
福井県立大学 経済学部 教授 徳前 元信、（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（詳細はホームページをご 【対】大学生、一般
【申】ホームページ
15 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 【料】無料
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 【定】なし
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。

福井県立大学 公開講座
はじめての「在宅看護学」 ～「在宅看護学」を基本からまな
んでみよう！～
第１回 前編：大学でまなぶ「在宅看護学」 ～まずは知ろ
う！基本から～
第２回 後編：生活に身近な「在宅看護」 ～くらしに役立つ
情報満載～
16 福井県立大学 看護福祉学部 准教授 普照 早苗、准教
授 梅津 千香子
【会】オンデマンドによる動画配信（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
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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

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
【会】オンデマンドによる動画配信（詳細はホームページをご
確認ください）

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【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。

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。

福井県立大学 公開講座
私もできるＳＤＧｓ ～これからのアクションについて～
【共催】福井商工会議所 女性会
ＮＨＫエンタープライズ エグゼクティブ・プロデューサー 堅
【対】中学生、高校生、大学
達 京子
【会】オンデマンドによる動画配信（詳細はホームページをご 生、一般
18 確認ください）
【申】ホームページ
本セミナーでは、海洋ごみの問題や食品ロスの問題などを事例に 【料】無料
ＳＤＧsについて学びます。また、そうした社会課題に対して自分たち 【定】なし
一人一人が生活の中でどのように取り組んでいくかまで踏み込んで
考えていきます。
※本動画は福井商工会議所女性会主催のSDGsセミナーの講演の
録画となります。

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 ポストコロナ時代の地方創生について
ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ 代表 山崎 亮
第２回 生物多様性を生きる
東京大学 名誉教授 岩槻 邦男
第３回 観光の「基本」を学び、実践（応用・計画）に取組む
立教大学 名誉教授 溝尾 良隆
第４回 コロナ過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５回 医療者の頭の中
19 放送大学大学院 文化学研究科 教授 山内 豊明
第６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
明
【会】オンデマンドによる動画配信（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。
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【対】一般
【申】ホームページ
【料】無料
【定】なし

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
福井県立大学 公開講座
幸福度日本一の福井から学ぶ、地域づくりの勘どころ
第１回 福井県は、なぜ幸福度日本一なのか？
福井県立大学 地域経済研究所 准教授 杉山 友城
第２回 データでみる「出る人、残る人、戻る人」
福井県立大学 看護福祉学部 教授 塚本 利幸
第３回 子育て×介護×家事×仕事！ －地方に暮らす女
性の生き方・楽しみ方；福井県を事例に－
福井県立大学 看護福祉学部 准教授 成田 光江
第４回 地域金融機関からみる福井
20 福井銀行地域創生チーム チームリーダー 吉村 直樹、調
査役 坂下 佳弘
第５回 幸福度日本一の福井から考える、これからの地域
づくり
東洋大学 経済学部 教授 井上 武史
【会】オンデマンドによる動画配信（詳細はホームページをご
確認ください）

参加申込・対象 等

【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

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/

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。

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
法士会／福井県作業療法士会／福井県言語聴覚士会/福
21 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（詳細はホームページをご
確認ください）

主催・問合せ・申込先 等

【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。

初めての財務諸表分析 －優良企業ってどんな企業？－
福井工業大学 環境情報学部 経営情報学科 教授 田中
真由美
２月１９日（土）１０：００～１１：００
【会】オンライン会議システム「Microsoft Teams」を使った講
22 座
一部上場企業が公開する財務諸表（財政状態と経営成績を表す
数値データ表）を見て当該企業が倒産しないか（安全性）、儲かって
いるか（収益性）などの判断ができるコツを紹介します。（電卓、筆記
用具をご準備下さい。講義中は講師の指示に従ってください。講義
を妨害した際は、退場していただく場合があります。）

健康の森 健康講座
本当に胃がんで死ぬ人はいなくなるのか？
県民健康センター 副所長 田中 正樹
23 ２月１２日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
2019年には約４万３千人が胃がんで死亡しています。胃がん死亡
の将来予測と胃がんの予防についてお話しします。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名
【備】お申込みされた方に後
日、案内メールを通知いたし
ます。事前に、Microsoft
Teamsアプリのダウンロードを
お願いします。また、受講に
かかる通信料は受講者様の
ご負担となります。

福井工業大学
地域連携研究推進センター
福井市学園３－６－１
ＴＥＬ（０１２０）９９－７３６１
ＦＡＸ（０７７６）２９－７８４３
shakai-u@fukui-ut.ac.jp

【対】一般
【申】不要
【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
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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

いきいきセミナー
行先不透明な時代を生きる～多重ケアについて考えよう！
福井県立大学 看護福祉学部 看護学科 准教授 成田
24
ラジオ放送講座「いきいきセミ
光江
ナー」令和３年度受講生募
２月６日（日）６：３０～７：００
集！
２月１２日（土）１７：１５～１７：４５
【受講方法】
ＦＢＣラジオ「いきいきセミ
ナー」を聴講
いきいきセミナー
（嶺北 864KHz/FM94.6MHz、
ひきこもりを生むもの癒すもの
嶺南 1557KHz/FM93.6MHz）
25 みんなの居場所 フリースペースこむふく 中村 宰
毎週日曜日６：３０～７：００放
２月１３日（日）６：３０～７：００
送
２月１９日（土）１７：１５～１７：４５
毎週土曜日１７：１５～１７：４５
再放送
【講師】
県内外でご活躍の方々
いきいきセミナー
【講座内容】
子どもの権利を守り、心身の健やかな育成のために
人文・社会、歴史・文化、娯
26 福井県嶺南振興局 敦賀児童相談所 所長 加賀 ゆかり 楽・芸能、時事、生きがい・文
２月２０日（日）６：３０～７：００
化、健康・福祉、医療・介護、
２月２６日（土）１７：１５～１７：４５
年金・相続など
【受講料】
テキスト代月額４００円
【修了証書】
いきいきセミナー
感想文月１回以上提出者に
向こう三軒両隣の復活
修了証書交付（その他表彰あ
福井県立大学 看護福祉学部 社会福祉学科 教授 佐野 り）
27
治
２月２７日（日）６：３０～７：００
３月５日（土）１７：１５～１７：４５

福井県立すこやかシルバー病院一般研修
認知症の進行段階別症状と対応
福井県立すこやかシルバー病院 看護師長 荒井 岐枝
28
２月１８日（金）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階講堂
認知症の進行に伴う症状の変化、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３７．５
℃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。

【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
必要）
認知症に関する制度と専門病院受診方法
【料】無料
福井県立すこやかシルバー病院 精神保健福祉士 谷口
【定】２０名
【備】座席指定
29 久良
２月２４日（木）１３：３０～１５：００
体調不良の方、検温で３７．５
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階講堂
℃以上の方は入場できませ
介護保険制度の全体像、利用方法、認知症専門病院受診等につ
ん。
いて説明します。
手指消毒、マスク着用をお願
いします。
【対】一般
【申】電話（事前に申込みが
必要）
福井県立すこやかシルバー病院一般研修
【料】無料
認知症の基礎知識と対応のポイント
【定】２０名
福井県立すこやかシルバー病院 看護師 高松 佳代
【備】座席指定
30 ２月２５日（金）１３：３０～１５：００
体調不良の方、検温で３７．５
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階講堂
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 ℃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。
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（社福）福井県社会福祉協議会
地域福祉課 地域支援グループ
福井市光陽２－３－２２
ＴＥＬ（０７７６）２４－２４３３
ＦＡＸ（０７７６）２４－００４１

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

福井古文書を読む会
２月９日（水）、２３日（水・祝） 毎月第２・第４（水）
31 両日とも１３：３０～１６：００
【会】朝日新聞社 福井総局 ３階

参加申込・対象 等

【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。

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
32 ２月２２日（火）１４：００～１６：００
【会】福井県教育センター
中国・日本の漢詩の鑑賞と創作をします。

【対】一般
【申】電話・はがき
【料】2,000円／月
【定】３０名

ドイツ語カフェ
（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協会 事務局 福住 篤
33 ２月２６日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館 １階 交流ラウンジ

【対】一般
【申】不要
【料】２００円
コーヒーを手にドイツ語クイズを楽しみませんか？Deutsch lernen 【定】なし

主催・問合せ・申込先 等

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

越風吟社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

（ＮＰＯ）福井県日独友好親善協
会
ＴＥＬ（０８０）６３５４－３２７５
tea12chako@yahoo.co.jp

mit Spass！ドイツ語でのカードゲームを楽しみましょう。

【坂井地区】
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

緑の教室 庭づくりのポイント
福井県造園業協同組合 副理事長 永井 利昌
34 ３月１０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

【対】一般
【申】電話
２月１７日（木）から受付
【料】無料
木の選び方や植え方、その後の管理の仕方を学びます。（園内の
【定】先着３０名
実演あり）

主催・問合せ・申込先 等

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

パソコン入門講座
嶋崎 忠良
毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
35 【会】高椋コミュニティセンター ３階

【対】６５歳以上
【申】電話
（ＮＰＯ）いきいきＩＴクラブ
【料】3,000円／月（原則として 坂井市丸岡町西瓜屋１０－２５
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 ３か月前納）、資料代1,000円 ＴＥＬ（０９０）４６８８－７１４５
（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 【定】各２６名
学習します。

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）
36 ２月１３日（日）１０：００～１２：００
【会】福井空港 会議室

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

がら航空図読みを行います。米国西海岸の空が楽しくなります。

（ＮＰＯ）日本災害救援飛行協会
坂井市春江町江留中５０－１－２
福井空港ビル内
ＴＥＬ（０９０）７０８８－３０１２
a319855@gmail.com
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【奥越地区】
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】不要
※１０名以上の団体は、電
野鳥レストランでは室内からエサ台に集まる野鳥を近くで観察でき 話・ＦＡＸ・メールで要申込み
ます。時には、リスやテンといった小動物が訪問してくれることもあり 【料】無料
ます。
【定】なし

冬の野鳥レストラン
１月５日（水）～２月２７日（日）
37 【会】福井県自然保護センター

福井県自然保護センター
大野市南六呂師１６９－１１－２
星のある風景写真（星景写真）を撮ろう
【対】小学４年生以上（中学生 ＴＥＬ（０７７９）６７－１６５５
ＦＡＸ（０７７９）６７－１６５６
福井市自然史博物館 学芸員 加藤 英行、オヤット天文ク 以下は保護者同伴）
ラブ 代表 橋本 恒夫
※デジタル一眼レフカメラをお sizen-ci@pref.fukui.lg.jp
第１回 ３月１２日（土）１０：００～１２：００
持ちの方で、各種設定操作の
【会】福井市自然史博物館
できる方
【申】電話・ＦＡＸ・メール
38 第２回 ３月２５日（金）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター
２月１２日（土）～３月６日（日）
デジタル一眼レフカメラを用いて星のある風景写真を撮影する方 ※定員になり次第締切
法を学ぶ講座を２回シリーズで開催します。
【料】無料
第１回で固定写真の撮影方法の講義を行い、第２回で星のある風
景写真の撮影実習を行います。次年度開催予定の「ふくい星空写 【定】各回３０名
※２回とも参加可能な方優先
真展」への応募の動機づけともしていきます。

博物館セミナー
福井の恐竜時代の哺乳類
福井県立恐竜博物館 主任研究員 宮田 和周
２月２０日（日）１４：００～１５：３０
39 【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
福井県からは恐竜化石を発掘している勝山市北谷だけではなく、 要）
大野市からも恐竜時代の哺乳類化石が見つかってきました。どんな 【定】３０名
ところから化石が発見されたのか、どのようにして研究してゆくの
か、やさしく紹介します。

博物館セミナー
太古の貝を探る －貝化石からわかること－
福井県立恐竜博物館 主事 安里 開士
３月６日（日）１４：００～１５：３０
40 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
２月６日（日）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
アサリやサザエなど、皆さんがよく目にする貝たち。化石でもたくさ 要）
ん見つかる貝たちですが、太古の環境や生物の進化の法則性な
【定】３０名
ど、実は様々なことを私たちに教えてくれます。恐竜博物館の“貝
類”研究者が、貝化石の魅力を語ります。

博物館セミナー
足跡化石からわかる恐竜の世界
福井県立恐竜博物館 主事 築地 祐太
41 ３月２０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館 研修室

【対】一般
【申】ホームページ
２月２０日（日）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
足跡化石は、骨や歯の化石だけではわからない、恐竜について 要）
様々なことを知る手がかりです。恐竜博物館の研究例を中心に、足 【定】３０名
跡化石から探る恐竜たちの世界について紹介します。
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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/

【丹南地区】

【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
＜共催＞
食のちからで健康に！ ～食品の選び方・食べ方～
仁愛大学 教授 浦本 裕美
42 ２月１９日（土）１３：３０～１５：００
【会】越前市生涯学習センター ｅホール
食の持つ力を知り、食品の選び方や食べ方を学ぶことで、より健
康的な生活を送るための知識を身に付けましょう。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール・はが
き・窓口
【料】無料
【定】５０名

越前市生涯学習センター
〒９１５－８５３０
越前市府中１－１３－７
ＴＥＬ（０７７８）２２－３００５
ＦＡＸ（０７７８）２２－９１７４
center@city.echizen.lg.jp

鯖江市食の安全安心講座 食品ロスを削減しよう！冷蔵庫
すっきり収納術と保存術
食品ロス削減アドバイザー 福田 かずみ
２月１９日（土）１３：３０～１５：００
【会】①Ｚｏｏｍを使ったオンライン受講 （設定は各自で）
43 ②ハーツさばえにてオンライン受講（自宅でオンライン受講
できない方のみ）

【対】一般
【申】①ホームページ
②電話
２月１５日（火）まで
【料】無料
世界的な問題であり、SDGs目標のひとつでもある「食品ロス」。ま 【定】①先着８０名
ずはそれぞれの家庭から改善に取り組むことが重要です。買い物
②先着２０名

(公社）ふくい・くらしの研究所
福井市開発５－１６０３
ＴＥＬ（０７７６）５２－０６２６
http://www.kuranavi.jp

の仕方から調理や保存方法など、食品ロスを減らすための冷蔵庫
収納術＆保存術について学びましょう！
※コロナ感染拡大の状況により①のみで開催する場合あり。

【嶺南地区】
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

＜共催＞
親子で英会話
仁愛大学 准教授 マシュー ハウカ
44 ３月１９日（土）１０：００～１１：００
【会】高浜町高浜公民館

【対】４歳から小学１年生の親
子
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
日常で使う挨拶や、身近にある物を単語で学びながら、親子で楽 【定】１５組

主催・問合せ・申込先 等

高浜町高浜公民館
高浜町宮崎８６－２３－２
ＴＥＬ（０７７０）７２－７７２５
ＦＡＸ（０７７０）７２－２８７９
hidamari@town.takahama.fukui.jp

しめる英会話を行います。

【対】一般
テーマ展 ちょっとむかしのくらし展～三方五湖の漁業編～ 【申】不要
１２月１８日（土）～３月１３日（日）
【料】３１０円（高校生以下、満 福井県立若狭歴史博物館
45 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
７０歳以上の方、障がい者手 小浜市遠敷２－１０４
若狭地域のむかしのくらしの道具を展示し、ちょっとむかしのくらし
帳等をお持ちの方とその介護 ＴＥＬ（０７７０）５６－０５２５
について紹介します。今回は漁具にスポットを当て、三方五湖の漁
者１名は無料）
業の様子を紹介します。
【定】なし

海のふれあい教室
漁業に挑戦しよう！②若狭かき
福井県立大学 教授 富永 修
46 ２月５日（土）９：００～１２：００
【会】小浜市仏谷かき養殖場（集合：小浜市仏谷駐車場）

【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
かき養殖場では、かきをどのように育てているか見学します。かき
【定】１６名

が育つ海の環境についても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
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
https://fcnc.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

三方五湖自然教室
バードウォッチング④三方湖オジロワシとハクチョウ探鳥会
【対】一般（小学生以下は保
日本野鳥の会 福井県嶺南ブロック会員
護者同伴）
２月６日（日）９：００～１１：３０
47 【会】三方湖周辺（集合：里山里海湖研究所 自然観察棟） 【申】電話・ＦＡＸ・メール
冬に三方湖周辺にやってくるオジロワシ、ハクチョウ類を観察しま 【料】１００円
す。双眼鏡などの使い方や観察のコツを講師が丁寧に指導します。 【定】２４名
初心者の方も安心して参加できます。
※荒天中止

三方五湖自然教室
バードウォッチング春 若狭湾 海の鳥 観察会
日本野鳥の会 福井県嶺南ブロック会員
48 ３月５日（土）９：００～１１：３０
【会】海浜自然センター、食見海岸
春になり北に帰る海鳥を観察します。
※荒天中止

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００円
【定】２４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
https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/

海のふれあい教室
海藻の体のしくみを知っておいしく食べよう！
大島漁業協同組合 女性部部長 子末 とし子
49 ３月６日（日）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】２００円
海藻の体のつくりについて学習した後に、海藻を煮溶かしてゼリー
【定】１６名
を作ります。

海のふれあい教室
海藻おしばを使ってステキなカードを作ろう！
50 ３月６日（日）１３：３０～１５：００
【会】海浜自然センター
赤や緑などカラフルな海藻を使ってカードを作ります。

園芸ＬＡＢＯでクラフトづくり
２月１２日（土）、１３日（日）両日とも１０：００～１５：００
【会】園芸ＬＡＢＯの丘

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００円、送料別途
【定】１６名

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
ドライフラワーやハーブ、野菜の種などを使って、クラフトづくりを行
51
【料】①２００円 ②１００円
います。
①フラワーパックづくり
③３００円
②種のマグネットアート（２枚）
【定】なし
③ハーブのミニスワッグづくり
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園芸ＬＡＢＯの丘
美浜町久々子３５－３２－１
ＴＥＬ（０７７０）４７－６１６２
ＦＡＸ（０７７０）４７－６１６３
engei-ken@pref.fukui.lg.jp

【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

発掘調査成果展 敦賀の古代を探る
１２月８日（水）～３月１５日（火）１０：００～１７：００
52 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階展示室

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
令和２年に発掘調査を行った、公文名遺跡（松ノ木海道地区）を始
【定】なし
め近年発掘した古代の遺跡の調査成果を展示しています。

刀剣資料公開展
１月１８日（火）～３月１５日（火）１０：００～１７：００
第１期 １月１８日（火）～２月４日（金）
第２期 ２月５日（土）～２月２２日（火）
53 第３期 ２月２３日（水・祝）～３月１５日（火）
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 ３階展示室

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

当館が所蔵する郷土ゆかりの刀剣を中心に、優れた刀剣や刀装
具など３期に分けて展示・紹介します。

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

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
当館の絵画コレクションの中から、雪を描いた作品を展示します。 【定】なし

敦賀コレクション 冬の絵画
１月１８日（火）～２月１５日（火）１０：００～１７：００
54 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 ３階展示室

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
当館の絵画コレクションの中から、春を描いた作品を展示します。 【定】なし

敦賀コレクション 早春の絵画
２月１６日（水）～３月１５日（火）１０：００～１７：００
55 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 ３階展示室
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【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。

はくぶつかん

しぜん

こうかせい

きょうしつ

どろ

なに

つく

ちが

つく

かんが

アクセサリーを作りながら、考えてみよう

砂や泥って何が違う？
りゅうどひょう

さいぜんせん

UV硬化性樹脂の最前線

博物館自然教室
すな

じゅし

しら

～粒度表を作って調べてみよう～

2 月 19 日（土）10 時～11 時
か い じょう

ふくい こうぎょう だいがく

ごうかん

かい

2 月 5 日（土）14 時～16 時

会 場 ：福井工業大学 1号館 4階 PBL スペース

かいじょう

たいしょう

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

たいしょう

しょうがくせい

ほごしゃ

めい

ていいん

くみ

りょうきん

むりょう

むりょう

かんらんりょう

といあわ

ひつよう

もうしこみ

ふくい こうぎょう だいがく

ちいき

れんけい けんきゅう すいしん

福井市学園 3-6-1

申込：ホームページ
ふくい

めい

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

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/

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/
ふくいけん

ししょ

あそ

福井県ジュニア司書と遊ぼう！
おひざでだっこの会スペシャル
かい

2 月 19 日（土）11 時～11 時 30 分
かいじょう

ふくい

けんりつ

としょかん

たもくてき

会場：福井県立図書館 多目的ホール
ていいん

くみ

ほごしゃ

かくくみ

めい

定員：10組（保護者は各組1名）
もうしこみ

かしだし

へんきゃく

たいしょう

ある

といあわ

ふくい

けんりつ

さいじ

ほごしゃ

対象：ひとり歩きができる０～２歳児とその保護者

りょうきん

むりょう

料金：無料
でんわ

申込：ホームページ・貸出・返却カウンター・電話
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/
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どうはんか

問合せ：福井工業大学 地域連携研究推進センター

料金：無料（ただし観覧料が必要）
といあわ

ほごしゃ

料金：無料

定員：15名
りょうきん

ほごしゃ

定員：5組

対象：小学生とその保護者
ていいん

しょうちゅうがくせい

対象：小中学生 とその保護者（保護者1名まで同伴可）

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

こ

こうさく

きょうしつ

はくぶつかん

子ども工作教室
きょうりゅう

こっかく

しぜん

きょうしつ

博物館自然教室
つく

かい

ストローでかっこいい恐竜骨格を作ろう！

かんさつ

たんすい

2 月 27 日（日）14 時～15 時 30 分

3 月 13 日（日）14 時～16 時

かいじょう

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

さい

しょうがく

ねんせい

たいしょう

ほごしゃ

ていいん

くみ

むりょう

かんらんりょう

りょうきん

ひつよう

もうしこみ

めい

むりょう

かんらんりょう

ひつよう

もうしこみ

うけつけ

うけつけ

申込：ホームページ（2 月 13 日（日）から受付）

申込：ホームページ（1 月 27 日（木）から受付）
ふくい

じっしゅうしつ

ほごしゃ

料金：無料（ただし観覧料が必要）

料金：無料（ただし観覧料が必要）
といあわ

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

定員：30名

定員：15組
りょうきん

ふくい

しょうがくせい

対象：小学生とその保護者

対象：４歳～小学3年生とその保護者
ていいん

へん

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

たいしょう

きすい

貝を観察しようⅢ ～淡水・汽水編～

といあわ

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

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

問合せ：福井県立 恐竜 博物館

勝山市村岡町寺尾 51-11

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/

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

こうき

ぶどう

がくえん

後期 武道学園
じゅうどう

けんどう

からて

どう

ひる

よる

じゅう

けんどう

すもう

柔道・剣道・空手道・なぎなた昼・なぎなた夜・銃剣道・相撲
10 月 3 日（日）～3 月 20 日（日）
かいじょう

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

会場：福井県立武道館

りょうきん

じゅこうりょう

たいしょう

しょうがくせい

いっぱん

対象：小学生から一般

かい

えん

ていいん

かくきょうしつ

定員：各教室による

かい

えん

料金： 受講料（40回コース 6,280円、20回コース 3,140円）、
ほけんりょう

ちゅうがくせい

いか

えん

こうこうせい いじょう

えん

さい いじょう

えん

スポーツ保険料（中学生以下800円、高校生以上1,850円、65歳以上1,200円）、
てすうりょう

えん

手数料20円
もうしこみ

まどぐち

申込：窓口
といあわ

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
メール budoukan@pref.fukui.lg.jp

FAX (0776)26-9401
ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/budoukan/

よ

と

QR コードを読み取ると、
「まなびぃネットふくい」
でイベントが見つかるよ！！
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福井ライフ・アカデミー

ゆー・あいカレッジ

２月 講演・講座一覧
日

6

月

7

8

休館日

13

〇ふるさと未来講座

＜歴史＞
「聖武天皇

大仏への道」
13:30～15:00

1

14
休館日

火

◆創業相談

9:00～16:45

15

◆Ｓサロン 夕虹の会
13:30～15:30

2

水

木

3

◆Ｓサロン ゆっくり
13:30～16:00

金

4

◆こころの相談
13:00～16:00

9

10

11

12

16

17

18

19

◆くるり＠お仕事
14:00～15:30

◆Ｓサロン 心葉
13:30～15:30

（建国記念の日）

●(〇)ふるさと未来講座 ◆くるり＠夫婦・家族
◆ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約） ＜歴史＞
13:30～15:00
「グリフィスの遺産
◆福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約） ～来福150年を迎えて～」
14:00～15:30

若狭図書
学習センター
図書フロア休み

休館日

14:00～15:30

21

休館日

22

◆Ｓサロン てくてく
11:00～14:00

23

（天皇誕生日）

●(〇)ふるさと未来講座
＜芸術・文化＞
｢地域の文化財を

発見し護ること
ご先祖の残したものは大切に｣

若狭図書
学習センター
開館日

27

●ふるさと未来講座
＜経済・産業＞
「ＳＤＧｓと企業経営
『良い会社』と
『良い地域社会』をつくる
ＳＤＧｓとは」

◆Ｓサロン ゆっくり
13:00～15:00

20

5

土

14:00～15:30

28

★指導者養成講座
「もっと身近にSDGs！
楽しく学べるカードゲームで
まちづくりを実践」
13:00～16:00

24

休館日

25

26

●ゆうあいシアター⑥
●ゆうあいシアター⑥
「生き抜く 南三陸町
「生き抜く 南三陸町
人々の一年」
人々の一年」
第１回 10:00～11:40
第３回 10:00～11:40
第２回 14:00～15:40
第４回 14:00～15:40
※上映作品はどの回も同じ
です。

※上映作品はどの回も同じ
です。

◆法律相談 13:00～16:00
◆創業相談

休館日

このカレンダーには、「ユー・アイ ふくい」「若狭図書学習センター」で
今月開催予定のおもな行事を記載してあります。
印は次の講演や講座などを表しています。
※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。

●
…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

9:00～16:45

グリフィスと生徒の写真
（福井市立郷土歴史博物館所蔵）

幕末、越前福井藩が掲げた〝明治維新〟の理想——「公議公論に決すべし」は、グリフィスを日
本に招くことにつながっていた⁈ 日下部太郎はなぜ、アメリカで客死しなければならなかったのか⁈
今、すべてが解き明かされる。

福井県生活学習館

ユー・アイ ふくい

福井県立

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
県庁

小浜
I.C

若狭高校
グラウンド

ＪＲ福井駅

フレンドリーバス
福井駅東口バス停
大野→

８

福井
I.C

158

南川大橋
小浜市民
体育館

南

福井南
郵便局

健康管理
センター

N

Ｐ

足羽川

県産業会館
Ｐ

ベル

県中産大

Ｐ

福井鉄道

越前花堂駅

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

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

フレンドリー
バス停

小浜小学校

関西電力 Loove
センター案内板

ユー・アイ ふくい
（福井県生活学習館）

←至舞鶴

国道27号線

湯岡橋

※ＪＲ小浜駅から徒歩15分程度かかります

至敦賀→

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！

