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○福井県の金融経済情勢について
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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）

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。

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。

会場

申込み

ユー・アイ

ユー・アイ

ふくい

ふくいへ

ふるさと未来講座「経済・産業」福井①

『福井県の金融経済情勢について』

日時

５月２６日（木）
１４：００～１５：３０

講師 日本銀行 福井事務所
所長

中村 健一

【要申込（５月２５日まで）】
先着６０名

定員 ユー・アイ ふくい
福井県経済は、感染症の拡大状況によって、
その帰趨が目まぐるしく変わっています。また、
日本経済とのリンクのみならず、米国、欧州、中
国等世界経済からの影響も無視できません。こ
れらの状況を踏まえ、「福井県金融経済クォー
タリー」を使用して福井県経済を概観し、持ち
直しの道程をどう描けるか考えます。

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

ふくいへ

日時

６月２４日（金）
２５日（土）

上映スケジュール
ゆうあいシアター②

『映像で親しむ 日本の森』
■上映作品
（公社） 国土緑化推進機構「日本の森シリーズ」より

「北の大地に息づく命 亜寒帯・北海道の森」
「四季が育む生命の山々 東北・冷温帯の森」
「暖温帯の森 生命をつなぐ知恵」
日本各地の森の環境や、豊かな生態系を
形成する動植物の世界を描き、人間と自然の
かかわりをみつめ、貴重な森を守っていくため
の様々な試みを紹介します。

第１回…２４日（金）１４：００～１５：５５
第２回…２４日（金）１９：００～２０：５５
第３回…２５日（土）１０：００～１１：５５
第４回…２５日（土）１４：００～１５：５５
※同じ作品を４回上映します。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
上映時間等が変更になることがあります。

【要申込（６月２３日まで）】
定員 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名

入場無料

こちらからも申込み可能です。

1

令和４年度 福井ライフ・アカデミー主催講座

ふるさと未来講座
「歴史」、「自然科学」、「経済・産業」、「芸術・文化」、「現代社会」、
「地域づくり」のテーマで、本県の魅力などとその活かし方を学びます。

ふるさと探究講座
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
「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
珠玉の名作などを、ご覧ください。

◎皆様に安心して受講していただくために、感染対策を徹底します。

福井ライフ・アカデミー主催講座のほか、
県内各地で開催される講座・行事の情報は、

「まなびぃネットふくい」をご覧ください。
2

※ 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

参加申込・対象 等

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、障がい者手帳を
1
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

【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
戦国一の豪傑として全国的にも名高い真柄十郎左衛門の正体や
は無料）
真柄一族・真柄大太刀の謎に迫ります。
【定】なし

新収蔵品展 戦国越前の謎を解く ～真柄十郎左衛門の正
体など～
2 ３月１２日（土）～５月１０日（火）
【会】福井県立歴史博物館 ２階特別展示室

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

【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
戦災と震災からの復興を記念して開催された福井復興博覧会か
お持ちの方とその介護者１名
ら７０年という歳月が過ぎた今日、復興のための先人の努力を、改
は無料）
めて、多くの県民に知っていただくため、写真展を開催します。
【定】なし

写真展 福井復興博覧会
５月１９日（木）～９月１３日（火）
3 【会】福井県立歴史博物館 エントランス

いきいき消費者フォーラムｉｎ２０２２ ＳＤＧｓ講演会
“サステナブル”って何？～暮らしの見直しで地球を救おう
～
横浜国立大学 名誉教授 西村 隆男
4
５月２８日（土）１４：００～１５：３０
【会】アオッサ ８階 県民ホール
ＳＤＧｓに関連した消費者の身近な対策（エシカル消費など）につ
いてお話しします。

広松由希子氏講演会 日本の絵本 １００年１００人１００冊
絵本の評論家、翻訳家 広松 由希子
５月８日（日）１４：００～１５：３０
5 【会】県立図書館 多目的ホール（サテライト会場：若狭図書
学習センター）

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ
４月２５日（月）から受付
【料】無料
【定】先着２５０名

【対】一般
【申】電話・ホームページ申込
フォーム・貸出返却カウンター
※定員になり次第締切
【料】無料
絵本大国日本における絵本の歴史についてお話しいただきます。
【定】先着７０名（サテライト会
（新型コロナウイルスの感染状況によりオンライン形式での開催とな
場：先着２０名）
る場合があります）

消費者総合フォーラム・交流展
実行委員会
福井市手寄１－４－１ アオッサ
７階
福井県消費生活センター内
ＴＥＬ（０７７６）２２－１１０２
ＦＡＸ（０７７６）２２－８１９０

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

3

【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 福井の絶景を描いた文学
３月２５日（金）～６月２２日（水）
6
【会】福井県ふるさと文学館
福井の「絶景」を舞台にした小説や随筆、詩歌を紹介します。

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

加古里子没後４年 からだと健康
４月１６日（土）～６月２２日（水）
7 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
没後４年となる加古里子の、健康に関する絵本や紙芝居、複製原
【定】なし
画を紹介します。

新収蔵品展
４月２３日（土）～６月５日（日）
8 【会】福井県ふるさと文学館

【対】一般
【申】不要
【料】無料
令和３年度に寄贈された、水上勉、山崎朋子、多田裕計、石川九
【定】なし
楊氏など、郷土とゆかりの深い方々の貴重な資料を紹介します。

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

キッズ文学キネマ
こどもにんぎょうげきじょう『西遊記』 全２話
9 ５月５日（木・祝）１４：００～１４：３０
【会】県立図書館 研修室

【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
文学が原作になっている作品をピックアップし、親子むけの上映会
【定】３０名
を開催します。

福井大学公開講座
みんなで見つける！？宇宙のヒミツ！分子のヒミツ！
福井大学 工学部 応用物理学科 准教授 古石 貴裕
①５月１５日(日） ②６月１１日（土）
両日とも１４：００～１５：００ ※各日、同じ内容を含みます。
10 【会】①福井大学 文京キャンパス アカデミーホール ②こ
ども歴史文化館 ２階 交流ひろば
「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！

福井大学公開講座
ドクターＧの「知っ得、健康長寿」 Ｐａｒｔ１
福井大学 医学部 総合診療・総合内科センター センター
長、総合診療部 教授 林 寛之、総合診療・総合内科セン
ター 副センター長、地域医療推進講座 教授 山村 修
11 ほか
５月２１日(土）１４：００～１６：００
【会】福井大学 文京キャンパス アカデミーホール
医療と共に皆様の日々の健康管理法も進歩しています。生活習
慣病や感染症など、身近な家庭医療のイロハをお伝えしながら、新
たな健康器具を用いた日々の健康管理も紹介。未来の生活スタイ
ルを考えます。

福井大学公開講座
子育て講座 小学校入学後の子どもの子育て「困った！」を
一緒に考える
福井大学 教育学部 発達科学講座 准教授 大西 将史、
岐阜聖徳学園大学短期大学部 幼児教育 准教授 大西
薫、大阪大学 キャンパスライフ健康支援センター 准教授
望月 直人
12 ①５月２１日(土） ②６月２５日（土）
両日とも１３：００～１５：００ ※各日、同じ内容です。
【会】福井大学 文京キャンパス 教育系１号館２階 大２講
義室

【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
①５月９日（月）まで
②５月１２日（木）９：００～６月
２日（木）
【料】無料
【定】①先着５０名（３０組、
１組５名まで） ②先着４０名
（３０組、１組５名まで）

【対】中学生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
５月１２日（木）まで
【料】無料
【定】先着５０名

【対】小学生から高校生まで
の子どもの保護者・祖父母
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
①５月１２日（木）まで
②５月２６日（木）９：００～６月
１６日（木）
【料】無料
小学生になると、今までの生活環境との違いに保護者も悩んだり 【定】各日先着５０名

戸惑ったりすることがあると思います。子どもの学習活動を中心に、
心理学的観点からの講義とグループディスカッションを通して、子育
てを振り返ります。

4

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

参加申込・対象 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 工学部 物質・生命化学科 准教授 髙橋 一朗
５月２８日（土） ①９：３０～１１：００ ②１１：００～１２：３０
③１３：３０～１５：００ ④１５：００～１６：３０
13 ※各回、同じ内容です。
【会】福井大学 文京キャンパス 工学系１号館１号棟１階
１１８Ｍ､１１９Ｓ講義室

【対】一般
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
５月１９日（木）まで
【料】無料
【定】各回先着２０名（付添含
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 む）

てみませんか？初めての方、小さなお子様でもだいじょうぶ、ていね
いに説明します。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。

健康の森 健康講座
感染症とがんを予防するためのワクチン
がん検診事業部長 松田 一夫
14 ５月１４日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
３回目の新型コロナワクチン接種が進み、子宮頸がん予防ＨＰＶ
ワクチン接種の勧奨も再開しました。ワクチンについてお話します。

いきいきライフ
世代による価値観の違い 世代論の虚実と他の世代への
向き合い方
15
福井県立大学 看護福祉学部 教授 塚本 利幸
５月１日（日）６：３０～７：００
５月７日（土）１７：１５～１７：４５

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】６０名

主催・問合せ・申込先 等

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/

(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

ＮＥＷラジオ講座「いきいきラ
イフ」令和４年度受講生募
集！

いきいきライフ
あるがままをあるがままに
16 仁愛大学 学長 田代 俊孝
５月８日（日）６：３０～７：００
５月１４日（土）１７：１５～１７：４５

【受講方法】
ＦＢＣラジオ「いきいきライフ」
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
いきいきライフ
社会参加で心身の健康を保つ暮らし方 自己実現と地域貢 再放送
※ラジオ放送後インターネット
献を兼ねたまちづくりのポイント
17
公開放送（FBCⅰ）
福井大学 国際地域学部 准教授 田中 志敬
【講師】
５月１５日（日）６：３０～７：００
県内外でご活躍の方々
５月２１日（土）１７：１５～１７：４５
【講座内容】
時事、社会、文化、娯楽、健
康、医療、福祉など
いきいきライフ
【受講料】
中高年のコミュニケーション
年間1,200円（感想文提出）
18 オフィス・マインドルージュ 代表 藤田 由美子
年間4,800円、半年2,400円
５月２２日（日）６：３０～７：００
（テキスト購入）
５月２８日（土）１７：１５～１７：４５
【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）
いきいきライフ
自己実現のキャリアデザイン 自身の将来を考えましょう
19 （公財）ふくい女性財団 松岡 幸代
５月２９日（日）６：３０～７：００
６月４日（土）１７：１５～１７：４５

（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
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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

【対】一般
【申】電話（要事前申込）
福井県立すこやかシルバー病院一般研修
【料】無料
脳を活性化させよう
【定】２４名
福井県立すこやかシルバー病院 介護福祉士 大味 裕史
【備】座席指定。体調不良の
20
５月１３日（金）１３：３０～１４：２０
方、検温で３７．５ ℃以上の
【会】福井県立すこやかシルバー病院 ２階講堂
方は入場できません。手指消
心と体を元気にする活動を実演します。
毒、マスク着用をお願いしま
す。
【対】一般
【申】電話（要事前申込）
【料】無料
【定】２４名
【備】座席指定。体調不良の
方、検温で３７．５ ℃以上の
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 方は入場できません。手指消
します。
毒、マスク着用をお願いしま
す。

福井県立すこやかシルバー病院一般研修
認知症の基礎知識と対応のポイント
福井県立すこやかシルバー病院 看護師 西村 信子
21 ５月２０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

福井県立すこやかシルバー病
院
福井市島寺町９３－６
ＴＥＬ（０７７６）９８－２７００
ＦＡＸ（０７７６）９８－２７９３

【対】一般
【申】電話（要事前申込）
【料】無料
【定】２４名
【備】座席指定。体調不良の
方、検温で３７．５ ℃以上の
認知症の危険因子や毎日の生活の中で脳を鍛える対策等につい 方は入場できません。手指消
て説明します。
毒、マスク着用をお願いしま
す。

福井県立すこやかシルバー病院一般研修
心も体も元気に健康に ～認知症の理解、予防、支援～
福井県立すこやかシルバー病院 作業療法士 松間 香織
22 ５月２７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

福井古文書を読む会
５月１１日（水）、２５日（水） 毎月第２・第４（水）
23 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。

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
24 ５月２８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を楽しみませんか？情報online読み！を行い 【定】なし

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

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

ます。ドイツ語カルタで楽しみましょう。Hallo! Ich heisse Fukuzumi.

漢詩鑑賞講座
越風吟社 代表 川口 義夫
25 ５月２４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。
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【対】一般
【申】電話・はがき
【料】2,000円／月
【定】３０名

越風吟社
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

【坂井地区】

【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考

講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

緑の教室
庭木の剪定と施肥
福井県造園高等職業訓練校 副校長 東野 幸雄
26 ５月７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・園内
マツと広葉樹の剪定方法と施肥のポイントを学びます。（園内での
実演あり）

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話
【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

緑の教室
果樹の手入れ（初夏から秋まで）
元 福井県園芸試験場 場長 小川 晋一郎
27
５月２９日（日）１３：３０～１５：３０
【会】福井県総合グリーンセンター 緑の相談所
摘果と病害虫の防除方法を学びます。

【対】一般
【申】電話
５月１０日（火）８：３０から受付
【料】無料
【定】先着３０名

パソコン中級講座
道見 英雄
28 毎週 月・水・金 １３：００～１６：００
【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
３か月前納）、資料代1,000円 ＴＥＬ（０９０）４６８８－７１４６
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
【定】各２６名
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。

【対】一般（一分間に８０歩ぐら
クリマテラピーウォーキングでWELL-Being！
いで歩ける方）
気候療法士インストラクター 牧野 晃治
福井気候療法の会
【申】不要
５月７日（土）１０：００～１１：３０
ＴＥＬ（０９０）３７６５－３４４７
29 【会】福井県総合グリーンセンター 緑の相談所 北側入り口 【料】５００円（野外活動保険、
ＦＡＸ（０７７８）６２－１０２２
月替わり資料、スマートウォッ
集合・解散
ja9lur@hotmail.com
チ貸し出し）
スマートウォッチを装着し、心拍数を測りながら科学的根拠のも
と、生活習慣病予防・改善に有効なウォーキングを体験しましょう。 【定】２０名

セスナ機入門
福井飛行クラブ 専属教官 髙橋 英一（事業用操縦士）
５月８日（日）１０：００～１２：００
30 【会】福井空港 会議室
ハワイの空をセスナ機で飛ぶ。LiveATCを聴きながら、
Flightradar24を観ながら、航空図読みを行います。ハワイの空が楽
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

（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】

【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

自然観察の森の生きものたち
４月２２日（金）～６月２６日（日）９：００～１７：００
31 【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
センター周辺の自然観察の森で見ることのできる植物、昆虫、鳥・ 【料】無料
哺乳類等の標本・剥製・生体展示等をする他、自然観察の森の見 【定】なし
どころ紹介をします。

初夏の観察ウォーク
本願清水で越前おおのの湧水文化を見よう
６月１１日（土）１０：００～１５：００
【会】本願清水イトヨの里

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
32 本願清水は、大野市特有の湧水文化の象徴であり、環境のバロ ５月１１日（水）から受付
メーターでもあるイトヨの生息地でもあります。本願清水の冷たい湧 ※定員になり次第締切
水に触れ、淡水型のイトヨの生態を学び、湧水池の成り立ちを考え 【料】無料
るとともに、大野における人と水のかかわりの歴史に迫ります。
【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
sizen-ci@pref.fukui.lg.jp

※荒天時は翌日に延期

博物館セミナー
アンモナイトの足は何本だったのか？
福井県立恐竜博物館 研究員 中田 健太郎
５月１５日（日）１４：００～１５：３０
33 【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
アンモナイトは有名な絶滅動物ですが、生物としての姿や生態は 要）
あまり知られていません。実はそれらについてはこれまで多くの謎
【定】３０名
に包まれていましたが、最新研究ではその一端が解明されていま
す。そこで今回は近年の発見を含むアンモナイト生物学の現在の到
達点を紹介します。

博物館セミナー
日本で見つかる恐竜時代の卵化石
福井県立恐竜博物館 研究員 今井 拓哉
６月５日（日）１４：００～１５：３０
34 【会】福井県立恐竜博物館 研修室

福井県立恐竜博物館
勝山市村岡町寺尾５１－１１
【対】一般
ＴＥＬ（０７７９）８８－０００１
【申】ホームページ
ＦＡＸ（０７７９）８８－８７００
５月５日（木・祝）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必 https://www.dinosaur.pref.fukui.
卵化石は、実は珍しい化石ではありません。日本各地の恐竜時代 要）
jp/
の地層から発見の記録があり、研究も進んでいます。このセミナー
【定】３０名
では、これまで日本の恐竜時代の卵化石からわかったこと、そして
日本で卵化石を見つけるコツについてお話しします。

博物館セミナー
三畳紀のふしぎな海
福井県立恐竜博物館 主事 静谷 あてな
35 ６月２６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
５月２６日（木）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
首長竜もモササウルス類もまだ登場していなかった「三畳紀」のふ 要）
しぎな海の世界について、国内の化石の発見例を交えてご紹介しま 【定】３０名
す。
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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
＜共催＞
小浜西組重要伝統的建造物群保存地区の散策
若狭の語り部 坂田 稔、畑田 剛、鈴木 治、松木 憲司
36
５月２１日（土）１３：３０～１５：３０
【会】小浜市小浜公民館（集合）

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】３０名

小浜市生涯学習スポーツ課
小浜市大手町６－３
ＴＥＬ（０７７０）６４－６０３３
syougai@city.obama.lg.jp
syougai@city.obama.fukui.jp

小浜西組重要伝統的建造物群保存地区を散策します。

テーマ展 新収蔵文化財展
４月２３日（土）～５月２９日（日）
37 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室
江戸時代の若州雲浜八景図絵巻など、令和３年度に収集した新
収蔵品を初公開します。

【対】一般
【申】不要
【料】３１０円（高校生以下、満
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

【対】一般
【申】不要
【料】３１０円（高校生以下、満
７０歳以上、障がい者手帳等
小浜市内にある寺の三十三年に一度ご開帳の秘仏・聖観音菩薩 をお持ちの方とその介護者１
像と、破損しながらも美しさを失わない同寺伝来のほとけを一堂に 名は無料）
公開します。
【定】なし

テーマ展 とあるお寺のほとけさま ─秘仏観音と伝来の古
仏─
４月２３日（土）～５月２９日（日）
38 【会】福井県立若狭歴史博物館 企画展示室

福井県立若狭歴史博物館
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）

わかはく講座
洗濯の話 ～洗濯の歴史と民俗
福井県立若狭歴史博物館 学芸員 川波 久志
39 ５月１５日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館 講堂

【対】一般
【申】電話・メール
５月１日（日）～５月１４日（土）
【料】無料
身近な家事の一つ、洗濯について、昔の様子から現在までを紹介 【定】２５名

します。

海のふれあい教室
プランクトンの世界をのぞいてみよう
福井県立大学 海洋生物資源学部 近藤 竜二
40 ５月７日（土）９：３０～１２：００
【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・ホームページ・来
館
【料】１００円
若狭湾の海中には様々な種類のプランクトンがいます。専用の網
【定】２０名
ですくって顕微鏡で観察します。

海のふれあい教室
海の森のかくれんぼ名人たちを探してみよう
（一社）うみから 渡辺 幸太
41 ５月１４日（土）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

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/

【対】小学生以上（小学生は
保護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
春の海に茂る海藻の中にはたくさんの生きものが隠れています。 【料】１００円
小さな魚、エビなどの生きものをタモ網ですくって観察します。
【定】２０名
※荒天中止
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【会】会場 【対】対象 【申】申込 【料】料金 【定】定員 【備】備考
講座名・講師・開催日時・会場・内容 等

海のふれあい教室
早めに自由研究スタート！③未来の海のために海ゴミ調査
にチャレンジ！
42 アノミアーナ 代表 西野 ひかる
５月１５日（日）９：３０～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸
若狭湾に多く打ち上げられる海ゴミ、どのようなゴミがあるのか、ど
れくらいの量があるのか、調査をします。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【対】小学４年生以上
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００円
【定】２０名

三方五湖自然教室
バードウオッチング①初夏さえずり探鳥会in三方石観世音
日本野鳥の会 福井県嶺南ブロック会員
【会】三方石観世音周辺 （集合：三方石観世音駐車場）
43 ５月２２日（日）８：００～１１：００

【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
雲谷山へやってきた夏鳥を中心に観察します。双眼鏡などの道具 【料】１００円
の使い方や観察のコツを講師が丁寧に教えます。初心者の方も安
【定】３０名
心して参加できます。
※荒天中止

海のふれあい教室
早めに自由研究スタート！➃海藻採集と標本作り
福井県立大学 海洋生物資源学部 吉川 伸哉
44 【会】海浜自然センター、食見海岸
５月２８日（土）９：３０～１５：００

【対】小学生以上（小学生は
保護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
初夏の食見海岸は海藻の宝庫！様々な海藻を採集して標本を作 【料】２００円
ります。
【定】２０名
※荒天中止

海のふれあい教室
早めに自由研究スタート！⑤世界の海は海藻であふれて
いる！多様な海藻について知ろう！
東京海洋大学 教授 神谷 充伸
45 ６月４日（土）９：３０～１５：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】小学４年生以上（小学生
は保護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】２００円
様々な海藻を観察し、海藻の生息場所や体の仕組みについてより
【定】２０名

深く学習します。
※荒天中止

三方五湖自然教室
はす川の魚を観察しよう
龍谷大学 非常勤講師 上西 実
46 ６月５日（日）９：３０～１２：００
【会】若狭町はす川（集合：若狭町梅街道落合橋付近）

【対】小学生以上（小学生は
保護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
はす川の魚を捕まえたり、水質等を調べたりすることで、生きもの 【料】１００円
や生態系について学ぶことができます。
【定】２４名
※荒天中止

みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ（陸上）
６月１１日（土）９：００～１２：００
【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
食見海岸のクリーンアップ（ゴミ拾い）を通して、私たちの生活から
47
館
出されたゴミが海の自然環境に与える影響について考えます。ク
リーンアップ後には、若狭町特産の若狭梅について学び、若狭梅フ 【料】１００円
ロートを味わいます。
【定】２０名
※荒天中止
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福井県海浜自然センター
若狭町世久見１８－２
ＴＥＬ（０７７０）４６－１１０１
ＦＡＸ（０７７０）４６－９０００
kaihin-c@pref.fukui.lg.jp
https://fcnc.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

【対】高校就学年齢以上で
潜って（３ｍ程度）ゴミ拾いが
できるスノーケリング経験者
【申】電話・ホームページ・来
スノーケリングでの海中清掃を通して、私たちの生活から出された 館
ゴミが海の自然環境に与える影響について考えます。
【料】１００円
※荒天中止
【定】１２名

スノーケリング自然教室
みんなで環境美化！海域公園クリーンアップ（海中）
６月１１日（土）９：００～１２：００
48 【会】海浜自然センター、食見海岸

【対】高校就学年齢以上でス
ノーケリング指導者になる意
欲のある方（当センターでの
スノーケリング指導未経験の
方は必須）
スノーケリング指導未経験の方を対象に、指導方法のポイントを 【申】電話・ホームページ・来
伝授します。
館
※荒天中止
【料】１００円
福井県海浜自然センター
【定】１０名
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/
三方五湖自然教室
【対】一般（小学生以下は保
田んぼで魚の赤ちゃんをつかまえよう
護者同伴）
福井県立大学 教授 富永修
【申】電話・ホームページ・来
６月１９日（日）９：３０～１２：００
50
館
【会】若狭町鳥浜の水田（集合：若狭町鳥浜貝塚公園）
フナやコイ、ナマズ等の赤ちゃんが田んぼでどれくらい育ったか捕 【料】１００円
まえて調べます。
【定】２４名
指導者養成講座
スノーケリングリーダー養成講座①入門コース
６月１８日（土）１０：００～１６：００
49 【会】海浜自然センター、食見海岸

※荒天中止

【対】高校就学年齢以上でス
ノーケリング指導者になる意
指導者養成講座
欲のある方（当センターでの
スノーケリングリーダー養成講座②スキルアップコース
スノーケリング指導未経験の
あわしまマリンパーク 飼育顧問 白井 芳弘
方は入門コースの受講が必
51 ６月２５日（土）９：００～１６：３０
須）
【会】海浜自然センター、食見海岸
【申】電話・ホームページ・来
磯観察やスノーケリングでの自然観察のための指導方法を学びま
館
す。
【料】１００円
【定】２０名
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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

ボードブーケづくり
５月１４日（土）、２２日（日）
52 両日とも①１０：３０～ ②１３：００～
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
ドライフラワー等をブーケにして、ボードに貼り付けます。スタンド
型の飾りです。

参加申込・対象 等

主催・問合せ・申込先 等

【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

敦賀コレクション 鯉づくし
４月２０日（水）～５月２６日（木）１０：００～１７：００
53 休館日：毎週月曜日（祝日除く）、祝日の翌日、５月６日（金）
【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）
５月５日はこどもの日。当館の所蔵の日本絵画の中から、鯉を描
【定】なし
いた作品を展示します。

敦賀コレクション 水を描く
５月２７日（金）～６月３０日（木）１０：００～１７：００
54 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）
滝や川、雨、霧、靄(もや)など、「水」の視点から当館の絵画コレク
【定】なし
ションを紹介します。画家それぞれの「水」の表現をご覧ください。
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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

【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。

こい

かけじく

はくぶつかん

しぜん

きょうしつ

オリジナル鯉のぼり掛軸をつくろう！

博物館自然教室

GW ワークショップ

フクイティタンの手足をふくげんしよう

てあし

5 月 3 日（火・祝）、5 日（木・祝）

5 月 22 日（日）14 時～15 時 30 分
かいじょう

せいさく

じかん

ふん

たいしょう

つるが

しりつ

はくぶつかん

しょうがくせい

ちゅうがくせい

ていいん

りょうきん

しょうがっこう ていがくねん

ほごしゃ

どうはん

対象：小学生～中学生（小学校低学年は保護者同伴）
ていいん

定員：なし
りょうきん

むりょう

もうしこみ

ふよう

ひつよう

こうこうせい

いか

むりょう

料金：無料（ただし 入館料 が必要 ※高校生以下無料）

申込：不要
といあわ

つるが

しりつ

むりょう

かんらんりょう

ひつよう

もうしこみ

申込：ホームページ
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/

はくぶつかん

問合せ：敦賀市立博物館
敦賀市相生町 7-8
TEL (0770)25-7033
FAX (0770)47-6131
メール museum@ton21.ne.jp
こうさく

こ

めい

料金：無料（ただし観覧料が必要）
といあわ

にゅうかんりょう

じっしゅうしつ

ほごしゃ

定員：30名

かい こうどう

会場：敦賀市立博物館 3階講堂

たいしょう

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

しょうがくせい

対象：小学生とその保護者

じかん

（制作時間30分～1時間）
かいじょう

ふくい

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

各日 11 時～12 時、14 時～15 時

きょうしつ

子ども工作教室
へんこうばん

きょうりゅう

偏光板で恐竜ステンドグラスをつくろう！
5 月 29 日（日）14 時～15 時 30 分
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（4 月 29 日（金・祝）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/
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はくぶつかん

しぜん

きょうしつ

こ

博物館自然教室
にくしょくじゅう

は

子ども工作教室
ひか

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

6 月 19 日（日）14 時～15 時 30 分

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

しょうがくせい

かいじょう

たいしょう

かんらんりょう

料金：無料（ただし観覧料が必要）

しょうがく

ねんせい

ほごしゃ

くみ

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）

うけつけ

申込：ホームページ（5 月 12 日（木）から受付）
ふくい

じっしゅうしつ

定員：15組

ひつよう

もうしこみ

といあわ

さい

ていいん

むりょう

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

対象：４歳～小学3年生とその保護者

めい

定員：30名
りょうきん

ふくい

会場：福井県立 恐竜 博物館 実習室

ほごしゃ

対象：小学生とその保護者
ていいん

きょうりゅう

光る！恐竜ちょうちんをつくろう！

6 月 12 日（日）14 時～15 時 30 分
ふくい

きょうしつ

しら

肉食獣の歯を調べてみよう
かいじょう

こうさく

もうしこみ

うけつけ

申込：ホームページ（5 月 19 日（木）から受付）

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/

といあわ

ぜんき

ぶどう

ふくい

けんりつ きょうりゅう はくぶつかん

がくえん

前期 武道学園
かい

じゅうどう

けんどう

からて

どう

よる

40回コース：柔道・剣道・空手道・なぎなた夜
きゅうどう

かい

ひる

じゅう

けんどう

すもう

20回コース：弓道・なぎなた昼・銃剣道・相撲
4 月 10 日（日）～9 月 25 日（日）
かいじょう

ふくい

けんりつ

ぶどうかん

たいしょう

会場：福井県立武道館
ていいん

しょうがく

ねんせいいじょう

きゅうどうきょうしつ

しょうがく

ねんせいいじょう

対象：小学1年生以上（ 弓道教室 は小学5年生以上）

かくきょうしつ

定員：各教室による
りょうきん

かい

えん

かい

えん

あんぜん ほけんりょう

ちゅうがくせい

いか

えん

料金：40回コース 6,280円、20回コース 3,140円、スポーツ安全保険料（中学生以下800円、
こうこうせい いじょう

えん

さい いじょう

えん

てすうりょう

えん

高校生以上1,850円、65歳以上1,200円）、手数料20円
もうしこみ

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
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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令和４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

福井県経済は、感染症の拡大状況によって、その帰趨が目まぐるしく変わっています。また、

日本経済とのリンクのみならず、米国、欧州、中国等世界経済からの影響も無視できません。
これらの状況を踏まえ、「福井県金融経済クォータリー」を使用して福井県経済を概観し、持ち
直しの道程をどう描けるか考えます。
「福井県金融経済クォータリー」は、
右QRコードからご覧いただけます。

お問合せ・お申込み

15

６ 月 ２４日 (金 ) ６月 ２５日 (土 )
第１回

※同じ作品を４回上映します。

第３回

※新型コロナウイルスの感染
状況により、上映時間等が変
更になることがあります。

第２回

第４回

【会場】

福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）

お問合せ・お申込み

３階 映像ホール

※事前申込みのない場合は入場できません。
※発熱や咳等の風邪症状など体調不良がみ
られる場合は、参加をご遠慮ください。
※必ずマスクの着用をお願いします。
※座席と座席の間隔を十分にとるとともに、換
気システムを作動させています。
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福井ライフ・アカデミー

ゆー・あいカレッジ

５月 講演・講座一覧
日

1

月

2

3

火
（憲法記念日）

4

水
（みどりの日）

5

木
（こどもの日）

休館日

8

9

金

6

休館日

10
休館日

11

◆創業相談

12

7

◆こころの相談
13:00～16:00

13

14

19

20

21

26

27

9:00～16:45 ◆ひとり親就業相談
10:00～16:00（要予約）

土

◆福祉人材就業相談
10:00～16:00（要予約）

15
休館日

16
休館日

若狭図書
学習センター
開館日

22

23

休館日

17

18

24

25

★キャリアアップ応援講座
「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”」
13:00～16:00

●ふるさと未来講座
＜経済・産業＞
「福井県の
金融経済情勢について」
14:00～15:30
◆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）

28

◆法律相談 13:00～16:00
◆創業相談

9:00～16:45

若狭図書学習センター
図書フロア休み

29

30

31

休館日

※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。
※フレンドリーバス運休日は県立図書館休館日に準
じます。

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

●
…福井ライフ・アカデミー（福井会場）
〇
…福井ライフ・アカデミー（若狭会場）
●(〇)…若狭会場での同時配信あり
★
…ゆー・あいカレッジ
◆
…女性活躍支援センター・女性総合相談

令和４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

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！

