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巻　頭　言

僕が学ぶ喜びを失った日。

プロデューサー／慶應義塾大学特任准教授　若新　雄純

　「おやじ、今回のテスト、学年で 1番だったよ」

　町内の小学校で教頭をしていた父親が自宅に帰ってくるのを

まちきれなくて、職場に電話した。僕が育った若狭町には通話

無料の町内有線電話があって、ちょっとした連絡にも気軽に使

えた。父親は知りもしないが、受話器を置くと、僕の頬に冷た

い涙が流れた。それから僕は、「学ぶ喜び」を失っていった。そ

れを取り戻すのには、10年近くかかった。

　若狭町（旧上中町）の鳥羽という辺鄙な山村で、学校教員の

両親のもとに育った。母親の知的なDNAを運良く引き継いだ

であろう僕は、字を書くことも、数を数えることも飛び抜けて得意だった。絵をかくことや歌う

ことも器用にこなし、いつも新しい経験や学びに喜びを見出していた。同級生のメンツは保育所

からずっと一緒で、競争するのは、かけっこの時くらい。たしかに、賞状や盾はたくさんもらった。

だけど、「僕は勉強が得意だ」という自覚はあっても、「まわりのヤツより僕のほうがデキる」と

いうような比較意識はほとんどなかった。小難しく言えば、有能感はあったけど、それは優越感

ではなかった。

　だけど、中学に入って、いろいろ狂った。校内テストの結果に順番がつく。最初の 1学期の中

間テスト、短縮授業で部活もなくなる「テスト期間」の過ごし方がよくわからなかった。そこま

での授業内容に不安はなかったし、準備なんて鉛筆を削っておくことくらいだと思っていた。ど

の教科もしっかり点数はとれた。だけど、細かい名称や年表なんかは、覚えてないものもある。

学年で 5番だった。僕は父親にテストの結果を見せて「ちゃんと勉強できてるよ」と伝えたが、

寂しい言葉がかえってきた。「5番なんて、恥ずかしくて人に言えんわ」。

　期末テストもほぼ同様の結果だった。父親は「おまえより上のやつが、こんな田舎でも何人か

おるってことや」と嘆いていた。僕の中に、歪んだ価値観が芽生えた。「上中くらいで 1番になれ

なきゃ、僕に価値はないんだな」。夏休みの「確認テスト」なるもので、ついに、禁断の「暗記」

に手を出した。各教科の 1学期の範囲をすべて暗記した。結果、学年で 1番だった。そして、わ

ざわざ電話した。父親は、喜ぶというよりも、満足していた。僕は、安心した。

1



巻　頭　言

　2学期は、中間も期末も、「テスト期間」を使って暗記しまくった。そして、いずれも 1番だった。

性格の悪い僕は、毎回その結果を自ら言いふらし、「あいつが学年トップなんだ」という認識を学

校中に周知した。優越感に浸った。だけどその後は、すっかり「テスト勉強」を頑張らなくなった。

というよりも、できなくなった。暗記の苦痛は、優越感の維持には見合わない。一桁の順位はキー

プできたけど、両親にも先生にも「怠け者」だと言われ続けた。中２の時に一度だけ、我慢して

テスト期間の暗記を頑張った。自分の部屋にテレビを買ってもらうための父親との“交換条件”だっ

た。１番だった。すぐに 100 満ボルトで買ってもらった。僕にとって、学校の勉強は、その程度

のものになってしまった。学ぶ喜びはすっかり失われ、つまらなくなり、遠ざけた。その後の高

校生活には、まさに「消化試合」という言葉がふさわしい。大学受験はまともにできず、卒業後

は母親の実家に移り住みひっそり暮らした。

　そんな僕が、不思議なことに、今では大学教員を名乗り、こうやって偉そうに「学び」を論じ

ている。たしかに、あの頃の葛藤は原動力の一つだ。だけど今は、我慢でも交換条件でもなく、

純粋に学ぶことを楽しんでいる。学びが増えれば、思考が深まり、感性が磨かれ、人間関係も豊

かになっていく。転換点は何だったのか。ある時、呆れるほどシンプルなことに気がついた。

　「楽しければ、１番じゃなくてもいい」

　生涯学習の本質は「自己満足」である、という

のが僕の持論だ。「学び」は崇高なものではなく、

誰でも自由に楽しめる尊いもの。だけど、社会は

常に残酷に、誰かとの比較を突きつけてくる。ど

んなことにも競争が求められ、いちいち順番がつ

く。だからこそ、自分は学んでいる、それを楽し

んでいるという「実感」が大切だ。強い実感は意

欲になる。そして、誰にも否定できない。そんな

実感や自己満足を育むことこそ、学校や教員の使

命ではないだろうか。そうして僕は、学ぶ喜びを

取り戻した。

戦争を止めよう・祈りの花
～人々が学ぶ喜びを失わないように～

北荘かおる
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福井ライフ・アカデミーのご案内福井ライフ・アカデミーのご案内
学習需要の多様化・高度化に応えるため、講座内容の充実を図るとともに、「いつでも、どこでも、手軽に」
学びの情報に触れていただけるよう、福井県内の生涯学習関連情報の一元的提供にも努めています。

福井ライフ・アカデミー本部が企画し、生活学習館または若狭図書学習センターを主会
場として実施する事業です。２つの会場の間で同時配信を行うこともあります。主催講座

市町が実施する事業に対して、費用や広報を支援します。 主催市町以外の住民の方も参
加可能です。共催講座
福井県内の各機関や団体等が生涯学習の推進に資する事業を実施する場合に、広報面を
支援します。連携講座

ふるさと未来講座
　歴史・文化や産業など幅広い分野で
福井県の魅力、優位性、独自性などを
学び、本県が目指す未来像について考
えます。
【テーマ】
　歴史　自然科学　経済・産業
　芸術・文化　現代社会　地域づくり

ふるさと探究講座
　幅広い世代を対象に、現地
学習や体験学習を通して、「先
進技術や伝統技術」、「歴史的
遺産」、「自然環境」、「地域づ
くり」など、福井の魅力的な
地域資源について学びます。

ゆうあいシアター
　「文化・芸術」、「自然・社会」、
「子ども・家族向け」のテーマ
で、定期的に上映会を実施し
ます。日々の生活に潤いをも
たらすような感動的な作品、
珠玉の名作などを、ぜひご覧
ください。（2か月に１回開催）

まなびぃネットふくい
http://www.manabi.pref.fukui.jp/
manabi/
・「まなびぃネット」で検索
・下のQRコードから

福井ライフ・アカデミーニュース
福井ライフ・アカデミーニュースは、
福井ライフ・アカデミー主催、共催、
連携講座の開催予定を掲載した広報誌
です。毎月 25 日頃に
翌月号を発行します。
生活学習館のほか、県
内の図書館、公民館、
市役所・役場、一部の
ショッピングセンター
などに設置しています。 こちらからダウン

ロードできます

講座情報は

７月の主催
講座の一部
を、裏表紙
に紹介して
います。

第５回 12月25日（土）・26日（日）

【参加者の声】
「三味線の深いところにあるものを少し
でも感じることが出来てよかった。」
「背景の自然が大変美しかった。三味線
の音色が心地よかった。」
「人にはそれぞれ役目というものがあ
る。これからも胸に刻んで生きていき
たいと思います。」

冬休みアニメシアター
「NITABOH仁太坊－
　　 津軽三味線始祖外聞」

監督・脚本：西澤 昭男

第６回 ２月25日（金）・26日（土）

【参加者の声】
「どんな境遇でも人は希望を見出して、生
きなければならないと実感させられた。」
「自然災害の恐ろしさを、改めて心に刻
んだ。心の準備をしておこうと思った。」
「残された方々の生き方が切に心に残り
ました。希望をすてず、前向きに生き
る姿に感動でした。」

ドキュメンタリー映画
「生き抜く 南三陸町
　　　　　　人々の一年」

制作：MBS　2012年

ゆうあい
シアター

このような主催講座が行われました　令和３年12月～４年３月このような主催講座が行われました　令和３年12月～４年３月

地域づくり 福井② ３月17日（木）

全国各地で取り組まれ
たコミュニティづくり
の事例を交えながら、
活動のベースとなるご
自身の考えなどをお話
しいただきました。

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～
【オンライン】【若狭同時配信】

株式会社studio-L 代表　山崎　亮

現代社会 若狭② ３月12日（土）芸術・文化 福井③ ２月23日（水・祝）

有形無形を問わず先祖
が残したもの全てが文
化財であるということ
や、文化財保護の難し
さや意義についてもお
話しいただきました。

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～
【若狭同時配信】
京都国立博物館 名誉館員　久保 智康

芸術・文化 若狭② ２月19日（土）経済・産業 福井③ ２月19日（土）

取材された豊富な企
業事例をもとに、と
ても詳しく解説いた
だきました。SDGs
活用のヒントをたく
さんいただきました。

SDGsと企業経営　「良い会社」と
「良い地域社会」をつくるSDGsとは
【オンライン】

日刊工業新聞社　松木　喬

歴史 若狭② ２月13日（日）

歴史 福井③ ２月11日（金・祝）

グリフィスが感じた、福
井のすばらしさと、列強
に対比して幕末に変貌し

ようとする日本とのジレンマなどについて、当
時の時代背景を織り交ぜながら、たいへん詳し
くお話しいただきました。

グリフィスの遺産～来福150年を迎
えて～【オンライン】【若狭同時配信】

歴史家　作家
加来 耕三

芸術・文化 若狭① ２月６日（日）

地域づくり 福井③ １月20日（木）

食を中心とした地域おこ
しについて、実際の取組
事例を交えてお話しいた
だき、受講者は地域おこ
しのヒントやきっかけを

得ることができました。

里山を創生する「デザイン的思考」と
「生活観光」。【オンライン】

株式会社自遊人 代表取締役
岩佐 十良

現代社会 福井③ １月15日（土）

様々な学びの現状分析を
もとに、人生をより豊か
にする学び方についてお
話しいただき、生涯学習
に取り組むための指針を
学びました。

人生百年時代における学びのスタ
イル～探究、接続・連続、双方向～
福井大学 国際地域学部 非常勤講師

　江川 誠一

芸術・文化 福井② １月28日（金）

福井の郷土料理が県外や海外
から高い評価を得ていること
や、それらを次世代に受け継
ぐ重要性についてお話しいた
だきました。

日本の食を語るなら誇りを持って
今こそ福井！～首都圏メディアか
ら見た福井の食文化～
郷土料理研究家　フードディレクター

佐々木 京美

ふるさと
未来講座

若狭 第１回　３月５日（土）
小水力発電と暦（陰陽師）
～地域を知り活かし方を学ぶ～
行先：おおい町名田庄納田終区
　　 （南川サイフォン式水力発電所、暦会館　等）
講師：NPO法人 森林楽校 「森んこ」代表 萩原 茂男
　　 おおい町暦会館 職員

福井 第３回　３月25日（金）

伝統工芸士の実演を見学
したり、紙すき体験をし
たりして、「伝統伝承の大
切さ、誇りなどを感じ取
ることができた」「次世代
につながる講座だ。」など
の感想をいただきました。

越前ものづくりの里をめぐるふるさと
探究講座 行先：越前和紙の里、越前打刃物振興

　　 施設 刃物の里
講師：県産業労働部産業技術課
　　 伝統工芸室 主事 石田 香奈子

全国的にも珍しい既設の
砂防ダムを利用したサイ
フォン式の小水力発電施
設と暦会館を見学し、地
域の財産を活かす取組み
を学びました。

蓄音機の歴史・仕組みと
音色の秘密について、拡
大図や図解、実物などを
使いながらたいへん詳し
くお話しいただきました。

蓄音機　歴史・仕組みと音色を楽しむ
－これき蓄音機コレクションから－

福井県立こども歴史文化館　学芸員
高岡　萌

聖武天皇が、なぜ大仏を造ろ
うと思い立ったのかを奈良時
代の世の中の様子も交えなが
ら、詳しく説明していただき

ました。聖武天皇の民衆を思いやる気持ちから大
仏が造られたことがよく分かる講演でした。

聖武天皇 大仏への道【オンライン】
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
暦と人々の暮らし、
今も残る言葉や風習
などについて、資料
等をもとに当時の様
子を生き生きとお話
しいただきました。

言葉・風習の中の陰陽
（陰陽五行説・陰陽道など）

おおい町暦会館　広報
山田 虹太郎

地域住民が「肩肘張ら
ずに」「できることから」
地域活性化に取り組む
様子について、等身大
の言葉でお伝えいただ
きました。

高濱明日研究所＝アスケン
まちをワクワクさせるローカルプロジェクト
～あったらいいなを実現させる有志団体～
高濱明日研究所 共同代表　名里 裕介
高濱明日研究所 共同代表　冨田 雄生
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このような主催講座が行われました　令和３年12月～４年３月このような主催講座が行われました　令和３年12月～４年３月

地域づくり 福井② ３月17日（木）

全国各地で取り組まれ
たコミュニティづくり
の事例を交えながら、
活動のベースとなるご
自身の考えなどをお話
しいただきました。

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～
【オンライン】【若狭同時配信】

株式会社studio-L 代表　山崎　亮

現代社会 若狭② ３月12日（土）芸術・文化 福井③ ２月23日（水・祝）

有形無形を問わず先祖
が残したもの全てが文
化財であるということ
や、文化財保護の難し
さや意義についてもお
話しいただきました。

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～
【若狭同時配信】
京都国立博物館 名誉館員　久保 智康

芸術・文化 若狭② ２月19日（土）経済・産業 福井③ ２月19日（土）

取材された豊富な企
業事例をもとに、と
ても詳しく解説いた
だきました。SDGs
活用のヒントをたく
さんいただきました。

SDGsと企業経営　「良い会社」と
「良い地域社会」をつくるSDGsとは
【オンライン】

日刊工業新聞社　松木　喬

歴史 若狭② ２月13日（日）

歴史 福井③ ２月11日（金・祝）

グリフィスが感じた、福
井のすばらしさと、列強
に対比して幕末に変貌し

ようとする日本とのジレンマなどについて、当
時の時代背景を織り交ぜながら、たいへん詳し
くお話しいただきました。

グリフィスの遺産～来福150年を迎
えて～【オンライン】【若狭同時配信】

歴史家　作家
加来 耕三

芸術・文化 若狭① ２月６日（日）

地域づくり 福井③ １月20日（木）

食を中心とした地域おこ
しについて、実際の取組
事例を交えてお話しいた
だき、受講者は地域おこ
しのヒントやきっかけを

得ることができました。

里山を創生する「デザイン的思考」と
「生活観光」。【オンライン】

株式会社自遊人 代表取締役
岩佐 十良

現代社会 福井③ １月15日（土）

様々な学びの現状分析を
もとに、人生をより豊か
にする学び方についてお
話しいただき、生涯学習
に取り組むための指針を
学びました。

人生百年時代における学びのスタ
イル～探究、接続・連続、双方向～
福井大学 国際地域学部 非常勤講師

　江川 誠一

芸術・文化 福井② １月28日（金）

福井の郷土料理が県外や海外
から高い評価を得ていること
や、それらを次世代に受け継
ぐ重要性についてお話しいた
だきました。

日本の食を語るなら誇りを持って
今こそ福井！～首都圏メディアか
ら見た福井の食文化～
郷土料理研究家　フードディレクター

佐々木 京美

ふるさと
未来講座

若狭 第１回　３月５日（土）
小水力発電と暦（陰陽師）
～地域を知り活かし方を学ぶ～
行先：おおい町名田庄納田終区
　　 （南川サイフォン式水力発電所、暦会館　等）
講師：NPO法人 森林楽校 「森んこ」代表 萩原 茂男
　　 おおい町暦会館 職員

福井 第３回　３月25日（金）

伝統工芸士の実演を見学
したり、紙すき体験をし
たりして、「伝統伝承の大
切さ、誇りなどを感じ取
ることができた」「次世代
につながる講座だ。」など
の感想をいただきました。

越前ものづくりの里をめぐるふるさと
探究講座 行先：越前和紙の里、越前打刃物振興

　　 施設 刃物の里
講師：県産業労働部産業技術課
　　 伝統工芸室 主事 石田 香奈子

全国的にも珍しい既設の
砂防ダムを利用したサイ
フォン式の小水力発電施
設と暦会館を見学し、地
域の財産を活かす取組み
を学びました。

蓄音機の歴史・仕組みと
音色の秘密について、拡
大図や図解、実物などを
使いながらたいへん詳し
くお話しいただきました。

蓄音機　歴史・仕組みと音色を楽しむ
－これき蓄音機コレクションから－

福井県立こども歴史文化館　学芸員
高岡　萌

聖武天皇が、なぜ大仏を造ろ
うと思い立ったのかを奈良時
代の世の中の様子も交えなが
ら、詳しく説明していただき

ました。聖武天皇の民衆を思いやる気持ちから大
仏が造られたことがよく分かる講演でした。

聖武天皇 大仏への道【オンライン】
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
暦と人々の暮らし、
今も残る言葉や風習
などについて、資料
等をもとに当時の様
子を生き生きとお話
しいただきました。

言葉・風習の中の陰陽
（陰陽五行説・陰陽道など）

おおい町暦会館　広報
山田 虹太郎

地域住民が「肩肘張ら
ずに」「できることから」
地域活性化に取り組む
様子について、等身大
の言葉でお伝えいただ
きました。

高濱明日研究所＝アスケン
まちをワクワクさせるローカルプロジェクト
～あったらいいなを実現させる有志団体～
高濱明日研究所 共同代表　名里 裕介
高濱明日研究所 共同代表　冨田 雄生
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働く女性のキャリアアップ応援コース

令和３年度　ゆー・あいカレッジ講座レポート令和３年度　ゆー・あいカレッジ講座レポート

キャリアアップ応援講座キャリアアップ応援講座
令和３年11月 18日（木）「仕事がうまくいく！ “気くばり” のコミュニケーション・マナー」オフィス・マインドルージュ 代表　藤田 由美子
　　　　12月 16日（木）「仕事がはかどる文書力向上講座」㈱ビジネスプラスサポート　麻野 由佳
令和４年   １月 15日（土）「今年こそ手帳を味方につける！手帳術入門講座」pueri color.　蓑輪 恵理子
　　　　   ３月   ５日（土）「はたらく女性のためのレジリエンス入門」㈱深谷レジリエンス研究所 代表取締役　深谷 純子
　　　　   ３月 19日（土）「はたらく女性のためのマインドフルネス」kieRelax YOGA　山田 きえ

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催
女性のための再就職支援セミナー in 敦賀市　令和４年１月18日（火）
「ビジネスマナーについて～今更聞けない面接マナー」マナーアドバイザー　桝谷 真澄　など

企業における女性活躍推進コース
管理職のための女性人材育成セミナー管理職のための女性人材育成セミナー

令和４年３月   ４日（金）「相談される、育てられる上司になる！～女性部下を『伸ばす』育成面談スキル～」㈱これあらた 代表取締役　冨山 佳代
　　　　３月16日（水）「待ったなし！女性活躍・人材育成における管理職の役割」㈱佐々木常夫マネジメント･リサーチ 代表取締役　佐々木 常夫

企業連携講座（企業への講師派遣研修）企業連携講座（企業への講師派遣研修）
令和３年12月９日（木）「ハラスメントの防止に向けて～意識の差がもたらす悲劇～」白崎社会保険労務士事務所 社会保険労務士　白崎 由美子

次世代育成コース
次世代育成セミナー次世代育成セミナー

令和４年１月26日（水）南越前町立今庄中学校「私が選ぶ私の進路～一人ひとりが輝くために～」
　講義「性別職域分業について」（（公財）ふくい女性財団 専務理事　江端 美喜子）、異性の多い職業に就いている方々の体験発表など

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」
令和３年11月   ４日（木）福井県立三国高等学校
　講演会「好きを仕事にするために～私が理系を選んだ理由～」
（㈱キューピー 研究開発本部　伊東 真智）、社会人メンターとの交流会など
令和３年12月 10日（金）福井県立丹生高等学校
　講演会「野菜をおいしく、楽しく、とるお手伝い～カゴメのものづくりを通して～」（㈱カゴメ 商品開発本部　夛田 志緒里）、交流会など

男性の家事・育児参画コース
カップル応援講座カップル応援講座

令和３年11月 27日（土）「プレ婚新婚大歓迎！カップル応援講座」NPO法人 おっとふぁーざー 代表理事　舘 直宏　他

新米パパママ応援講座（Part2）新米パパママ応援講座（Part2）
オンデマンド講座：令和３年11月 23日（火・祝）～12月３日（金）
「家族で楽しむ！おもちゃで育むこどもの成長」福井県幼児教育支援センター家庭教育アドバイザー
ライブ講座：令和３年12月４日（土）「『私ばっかり大変』から脱出！家族が自然とやりたくなる片付け収納のコツ」家事研究家　香村 薫

男女パートナーシップ推進コース
指導者養成講座指導者養成講座
令和３年11月 23日（火・祝）「まちに未来の種をまく～ヘルシーカフェのら12年の実践から」ヘルシーカフェのら　新井 純子
令和４年   １月 22日（土）　　 「多様な性を生きる～すべての人が暮らしやすい福井へ」富山大学人文学部 准教授　林 夏生
　　　　　２月23日（水・祝）「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」オフィス・マインドルージュ 代表　藤田 由美子

教育連携講座（講師派遣）教育連携講座（講師派遣）
令和３年11月   ５日（金）福井県立奥越明成高等学校
　講座「安心できる関係づくり～デートDVの被害者にも加害者にも傍観者にもならないために～」（公財）ふくい女性財団　東野 香里
　　　　11月 13日（土）坂井市立三国西小学校　体験発表「親子で楽しむキャリア教育～性別にとらわれない職業選択～」
　　　　11月 29日（月）福井県立足羽高等学校　講座「LGBTQについて学び、理解を深める」Youtuber　かずえちゃん
　　　　12月 10日（金）南越前町立南条中学校　講座「LGBTQについて～性の多様性を認めあう社会づくりのために～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井工業大学 非常勤講師　武内 昭子
令和４年   ２月   ３日（木）福井県立科学技術高等学校　講座「ゲイの僕がYoutubeにのせて伝えたいLGBTQのこと」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Youtuber　かずえちゃん
　　　　　２月16日（水）若狭町立鳥羽小学校　講座「多様な性～LGBTQについて」Youtuber　かずえちゃん

地域連携講座（講師派遣）地域連携講座（講師派遣）
令和３年11月 25日（木）大野男女共同参画ネットワーク「男女共同参画の視点での防災について」福井県防災士会副理事長　二木 佐緒里　他

働く女性のキャリアアップ応援コース

令和４年度 ゆー・あい カレッジのご案内令和４年度 ゆー・あい カレッジのご案内

キャリアアップ応援講座キャリアアップ応援講座
５月～１月

「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している講座です。
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している講座です。
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

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

開 催 時 期
目的・内容 女性が、ステップアップしながら働き続けられ

るよう、キャリア形成に役立つ知識やスキルを
学ぶ機会を提供します。

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー女性の再就職等チャレンジ支援セミナー
6月～２月開 催 時 期

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

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

企業における女性活躍推進コース

キャリア・アカデミーキャリア・アカデミー
７月～９月

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

開 催 時 期
県内在勤で45歳以下の女性対 　 　 象

目的・内容 企業の中でリーダーとして活躍できる女性人材
を育成するため、資質や意欲を向上できる機会
を提供し支援します。

企業連携講座（企業への講師派遣研修）企業連携講座（企業への講師派遣研修）
８月～３月開催時期

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

女性リーダーサポート講座女性リーダーサポート講座
10月～11月開 催 時 期
企業の管理職、人事担当者等対　　象

目的・内容 女性部下を持つ管理職を対象に、女性人材育成の
ための意識改革やスキルを学ぶ機会を提供しま
す。また、働く女性支援のため男性が家庭支援の
スキルや知識を身に付ける機会を提供します。

次世代育成セミナー（中学生）次世代育成セミナー（中学生）
7月～３月開 催 時 期
県内の中学校に在籍する生徒対　　象

目的・内容 中学生に対し、社会に存在する固定的性別役割
分担意識に捉われることなく将来の職業や生き
方を選択できるよう、必要な知識や先輩の体験
談などを学ぶ機会を提供します。

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」
7月～12月開 催 時 期
県内の高等学校に在籍する生徒対　　象

目的・内容 女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性
によって自由に進路を選択、チャレンジできる
よう、特に理系分野で活躍しているロールモデ
ルからアドバイスを受ける機会を提供します。

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

新米パパ・ママ応援講座新米パパ・ママ応援講座
7月～10月開 催 時 期
子育て中の夫婦等対　　象

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

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

指導者養成講座指導者養成講座
８月～３月開催時期
一般県民対　　象

目的・内容 地域のリーダーとして男女共同参画を推進する
人材を育成するため、必要な知識や技能を学ぶ
講座を開催します。

地域連携講座（講師派遣）地域連携講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
地域で活動する団体主　催　者

目的・内容 地域社会における男女共同参画が推進するよう、
地域の団体が開催する研修に講師を派遣し支援
します。

教育連携講座（講師派遣）教育連携講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
県内の学校や教育関係団体主　催　者

目的・内容 教育関係者が男女共同参画に対する理解を深め、
子どもたちと適切に関わることができるよう、
勉強会等に講師を派遣し支援します。

県民活動支援講座（講師派遣）県民活動支援講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
県内に所在地を有し、県内で活動している団体、グループ等主　催　者

目的・内容 各層の男女共同参画が推進するよう、県内のグ
ループや団体が企画・運営する勉強会等に講師
を派遣し支援します。
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働く女性のキャリアアップ応援コース

令和３年度　ゆー・あいカレッジ講座レポート令和３年度　ゆー・あいカレッジ講座レポート

キャリアアップ応援講座キャリアアップ応援講座
令和３年11月 18日（木）「仕事がうまくいく！ “気くばり” のコミュニケーション・マナー」オフィス・マインドルージュ 代表　藤田 由美子
　　　　12月 16日（木）「仕事がはかどる文書力向上講座」㈱ビジネスプラスサポート　麻野 由佳
令和４年   １月 15日（土）「今年こそ手帳を味方につける！手帳術入門講座」pueri color.　蓑輪 恵理子
　　　　   ３月   ５日（土）「はたらく女性のためのレジリエンス入門」㈱深谷レジリエンス研究所 代表取締役　深谷 純子
　　　　   ３月 19日（土）「はたらく女性のためのマインドフルネス」kieRelax YOGA　山田 きえ

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催女性の再就職等チャレンジ支援セミナー開催
女性のための再就職支援セミナー in 敦賀市　令和４年１月18日（火）
「ビジネスマナーについて～今更聞けない面接マナー」マナーアドバイザー　桝谷 真澄　など

企業における女性活躍推進コース
管理職のための女性人材育成セミナー管理職のための女性人材育成セミナー

令和４年３月   ４日（金）「相談される、育てられる上司になる！～女性部下を『伸ばす』育成面談スキル～」㈱これあらた 代表取締役　冨山 佳代
　　　　３月16日（水）「待ったなし！女性活躍・人材育成における管理職の役割」㈱佐々木常夫マネジメント･リサーチ 代表取締役　佐々木 常夫

企業連携講座（企業への講師派遣研修）企業連携講座（企業への講師派遣研修）
令和３年12月９日（木）「ハラスメントの防止に向けて～意識の差がもたらす悲劇～」白崎社会保険労務士事務所 社会保険労務士　白崎 由美子

次世代育成コース
次世代育成セミナー次世代育成セミナー

令和４年１月26日（水）南越前町立今庄中学校「私が選ぶ私の進路～一人ひとりが輝くために～」
　講義「性別職域分業について」（（公財）ふくい女性財団 専務理事　江端 美喜子）、異性の多い職業に就いている方々の体験発表など

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」
令和３年11月   ４日（木）福井県立三国高等学校
　講演会「好きを仕事にするために～私が理系を選んだ理由～」
（㈱キューピー 研究開発本部　伊東 真智）、社会人メンターとの交流会など
令和３年12月 10日（金）福井県立丹生高等学校
　講演会「野菜をおいしく、楽しく、とるお手伝い～カゴメのものづくりを通して～」（㈱カゴメ 商品開発本部　夛田 志緒里）、交流会など

男性の家事・育児参画コース
カップル応援講座カップル応援講座

令和３年11月 27日（土）「プレ婚新婚大歓迎！カップル応援講座」NPO法人 おっとふぁーざー 代表理事　舘 直宏　他

新米パパママ応援講座（Part2）新米パパママ応援講座（Part2）
オンデマンド講座：令和３年11月 23日（火・祝）～12月３日（金）
「家族で楽しむ！おもちゃで育むこどもの成長」福井県幼児教育支援センター家庭教育アドバイザー
ライブ講座：令和３年12月４日（土）「『私ばっかり大変』から脱出！家族が自然とやりたくなる片付け収納のコツ」家事研究家　香村 薫

男女パートナーシップ推進コース
指導者養成講座指導者養成講座
令和３年11月 23日（火・祝）「まちに未来の種をまく～ヘルシーカフェのら12年の実践から」ヘルシーカフェのら　新井 純子
令和４年   １月 22日（土）　　 「多様な性を生きる～すべての人が暮らしやすい福井へ」富山大学人文学部 准教授　林 夏生
　　　　　２月23日（水・祝）「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」オフィス・マインドルージュ 代表　藤田 由美子

教育連携講座（講師派遣）教育連携講座（講師派遣）
令和３年11月   ５日（金）福井県立奥越明成高等学校
　講座「安心できる関係づくり～デートDVの被害者にも加害者にも傍観者にもならないために～」（公財）ふくい女性財団　東野 香里
　　　　11月 13日（土）坂井市立三国西小学校　体験発表「親子で楽しむキャリア教育～性別にとらわれない職業選択～」
　　　　11月 29日（月）福井県立足羽高等学校　講座「LGBTQについて学び、理解を深める」Youtuber　かずえちゃん
　　　　12月 10日（金）南越前町立南条中学校　講座「LGBTQについて～性の多様性を認めあう社会づくりのために～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井工業大学 非常勤講師　武内 昭子
令和４年   ２月   ３日（木）福井県立科学技術高等学校　講座「ゲイの僕がYoutubeにのせて伝えたいLGBTQのこと」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Youtuber　かずえちゃん
　　　　　２月16日（水）若狭町立鳥羽小学校　講座「多様な性～LGBTQについて」Youtuber　かずえちゃん

地域連携講座（講師派遣）地域連携講座（講師派遣）
令和３年11月 25日（木）大野男女共同参画ネットワーク「男女共同参画の視点での防災について」福井県防災士会副理事長　二木 佐緒里　他

働く女性のキャリアアップ応援コース

令和４年度 ゆー・あい カレッジのご案内令和４年度 ゆー・あい カレッジのご案内

キャリアアップ応援講座キャリアアップ応援講座
５月～１月

「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している講座です。
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。
「ゆー・あいカレッジ」とは、男女共同参画社会づくりと女性の活躍を推進する目的で生活学習館が実施している講座です。
全講座を（公財）ふくい女性財団へ委託しています。

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

開 催 時 期
目的・内容 女性が、ステップアップしながら働き続けられ

るよう、キャリア形成に役立つ知識やスキルを
学ぶ機会を提供します。

女性の再就職等チャレンジ支援セミナー女性の再就職等チャレンジ支援セミナー
6月～２月開 催 時 期

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

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

企業における女性活躍推進コース

キャリア・アカデミーキャリア・アカデミー
７月～９月

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

開 催 時 期
県内在勤で45歳以下の女性対 　 　 象

目的・内容 企業の中でリーダーとして活躍できる女性人材
を育成するため、資質や意欲を向上できる機会
を提供し支援します。

企業連携講座（企業への講師派遣研修）企業連携講座（企業への講師派遣研修）
８月～３月開催時期

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

女性リーダーサポート講座女性リーダーサポート講座
10月～11月開 催 時 期
企業の管理職、人事担当者等対　　象

目的・内容 女性部下を持つ管理職を対象に、女性人材育成の
ための意識改革やスキルを学ぶ機会を提供しま
す。また、働く女性支援のため男性が家庭支援の
スキルや知識を身に付ける機会を提供します。

次世代育成セミナー（中学生）次世代育成セミナー（中学生）
7月～３月開 催 時 期
県内の中学校に在籍する生徒対　　象

目的・内容 中学生に対し、社会に存在する固定的性別役割
分担意識に捉われることなく将来の職業や生き
方を選択できるよう、必要な知識や先輩の体験
談などを学ぶ機会を提供します。

高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」高校生のための「科学・技術者への招待セミナー」
7月～12月開 催 時 期
県内の高等学校に在籍する生徒対　　象

目的・内容 女子高校生が、性別ではなく自身の興味や適性
によって自由に進路を選択、チャレンジできる
よう、特に理系分野で活躍しているロールモデ
ルからアドバイスを受ける機会を提供します。

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

新米パパ・ママ応援講座新米パパ・ママ応援講座
7月～10月開 催 時 期
子育て中の夫婦等対 　 　象

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

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

指導者養成講座指導者養成講座
８月～３月開催時期
一般県民対　　象

目的・内容 地域のリーダーとして男女共同参画を推進する
人材を育成するため、必要な知識や技能を学ぶ
講座を開催します。

地域連携講座（講師派遣）地域連携講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
地域で活動する団体主　催　者

目的・内容 地域社会における男女共同参画が推進するよう、
地域の団体が開催する研修に講師を派遣し支援
します。

教育連携講座（講師派遣）教育連携講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
県内の学校や教育関係団体主　催　者

目的・内容 教育関係者が男女共同参画に対する理解を深め、
子どもたちと適切に関わることができるよう、
勉強会等に講師を派遣し支援します。

県民活動支援講座（講師派遣）県民活動支援講座（講師派遣）
4月～３月開 催 時 期
県内に所在地を有し、県内で活動している団体、グループ等主　催　者

目的・内容 各層の男女共同参画が推進するよう、県内のグ
ループや団体が企画・運営する勉強会等に講師
を派遣し支援します。
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生活学習館 のご 案 内生 活 学 習 館 のご 案 内生 活 学 習 館 のご 案 内生 活 学 習 館 のご 案 内
情報ルーム（１階）

ふくい女性活躍支援センター（２階） 女性総合相談（２階）

あなたの学びを応援します！図書、新聞等の閲覧、 講座情報の収集、 視聴覚教材の視聴、さまざまな
学習などにご活用ください。
あなたの学びを応援します！図書、新聞等の閲覧、 講座情報の収集、 視聴覚教材の視聴、さまざまな
学習などにご活用ください。

この春の新着図書をはじめ、仕
事や生活、趣味に役立つ本、０
歳からの絵本など、すべて貸出
できます。

脳活コーナー
リラックス効果や集中力も向上す
ると言われるぬり絵や、漢字パズ
ル等様々な問題が置いてあります。

図書コーナー
生涯学習に関する図書、男女参画
に関する図書、お子様向けの絵本
等を豊富に取り揃えています。
（貸出可）

どなたでも
ご利用いただけます
（9:00～20:00、無料）

どなたでも
ご利用いただけます
（9:00～20:00、無料）

あなたの“働きたい”を応援します!!あなたの“働きたい”を応援します!!
お子様連れでもOK

女性総合相談専用電話（9:00～16:45）
電話 0776-41-7111／0776-41-7112

開所時間　9:00～20:00
電　　話　0776-41-4244　　　　
E-mai l　lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
F  A  X　0776-41-4260        
U  R  L　https://www.f-jhosei.or.jp

◇就職相談・職業紹介   
　火～日曜日／9:00～16:45
　就職・求人内容に関する相談、
　職業紹介
　（ハローワーク同様、紹介状を
　交付します）
◇キャリア相談 　
　火～木曜日、土曜日　10:00～16:45
　金曜日／13:00～20:00
　キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談
　履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導
◇保育所・子育て相談  　
　火・木・金曜日　9:00～16:45
　保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談

一人で悩まないで！　　　　　　
　　　　　まずはお電話ください
一人で悩まないで！　　　　　　
　　　　　まずはお電話ください

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

特別相談（事前予約制）

ふくいウイメンズ・オアシス（２階）
チャイルドルーム（２階）　

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

法律相談（弁護士）
毎月第４土曜日
13:00～16:00

こころの相談（臨床心理士）
毎月第1土曜日
13:00～16:00

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

　さまざまな思いや悩みを抱えた女性のための居場所「ふ
くいウイメンズ・オアシス」では同じ悩みや問題を抱える女
性同士が集う “ピアサポートサロン”を開催しています。
　ピアサポートサロンは、テーマ毎
に同じ悩みや不安、生きづらさを抱
える女性同士が、気持ちや経験、情
報を分かち合い、“ひとりじゃない”
と思えることを大切に、ざっくばら
んに話し合う場です。必要に応じて専門家を招き、助言をし
てもらう機会を設けています。
　サロンのテーマ、開催日時については、ホームページをご
確認ください。ピアサポートサロン開催時は、お申込者優先
です。

開所時間　9:00～12:00　13:00～17:00
TEL・ FAX　0776-89-1008　　　
E-mai l　w-oasis@f-jhosei.or.jp
U  R  L　https://www.f-jhosei.or.jp/womens_oasis/

若狭図書学習センターのご案内若狭図書学習センターのご案内

生涯学習事業紹介
福井ライフ・アカデミー講座

　令和４年度は、「ふるさと未来講座（芸術・文化、自然科学、
歴史、現代社会）」と「ふるさと探究講座」を開催予定です。「ふ
るさと未来講座」では、福井県の特性、魅力、その活かし方、
最新科学を学ぶ講座を開講します。「ふるさと探究講座」では、
ふるさと福井の魅力ある地域資源を見て、聞いて、感じる現
地体験の場を提供します。本年度も福井会場（福井県生活学習館）で開催されている講座のいくつ
かをライブ配信により若狭会場（当センター）で、同時に受講することができます。

図書館連携事業
ウェルカム！こども企画

　幼児・児童とその保護者を対象に、えほんの会と体験活動を行う「ウェルカム！こども企画」を
毎月開催しています。今年度も楽しいえほんの会とともに、ものづくり体験や夕方の月見等いろい
ろな企画を催します。

夏休み関連講座

　「読書感想文の書き方を知りたい」「理科の自由研究何をしたらいいの」というご要望にお応えし、
夏休みに小学生のための本の選び方や感想文の書き方、理科の自由研究の取り組み方の講座を開催
します。
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あなたの学びを応援します！図書、新聞等の閲覧、 講座情報の収集、 視聴覚教材の視聴、さまざまな
学習などにご活用ください。

この春の新着図書をはじめ、仕
事や生活、趣味に役立つ本、０
歳からの絵本など、すべて貸出
できます。

脳活コーナー
リラックス効果や集中力も向上す
ると言われるぬり絵や、漢字パズ
ル等様々な問題が置いてあります。

図書コーナー
生涯学習に関する図書、男女参画
に関する図書、お子様向けの絵本
等を豊富に取り揃えています。
（貸出可）

どなたでも
ご利用いただけます
（9:00～20:00、無料）

どなたでも
ご利用いただけます
（9:00～20:00、無料）

あなたの“働きたい”を応援します!!あなたの“働きたい”を応援します!!
お子様連れでもOK

女性総合相談専用電話（9:00～16:45）
電話 0776-41-7111／0776-41-7112

開所時間　9:00～20:00
電　　話　0776-41-4244　　　　
E-mai l　lady-go-fukui@pref.fukui.lg.jp
F  A  X　0776-41-4260        
U  R  L　https://www.f-jhosei.or.jp

◇就職相談・職業紹介   
　火～日曜日／9:00～16:45
　就職・求人内容に関する相談、
　職業紹介
　（ハローワーク同様、紹介状を
　交付します）
◇キャリア相談 　
　火～木曜日、土曜日　10:00～16:45
　金曜日／13:00～20:00
　キャリアコンサルタントによる働き方に関する悩み相談
　履歴書・職務経歴書の書き方、模擬面接の指導
◇保育所・子育て相談  　
　火・木・金曜日　9:00～16:45
　保育所探しのお手伝い、子育ての悩み相談

一人で悩まないで！　　　　　　
　　　　　まずはお電話ください
一人で悩まないで！　　　　　　
　　　　　まずはお電話ください

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

特別相談（事前予約制）

ふくいウイメンズ・オアシス（２階）
チャイルドルーム（２階）　

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

法律相談（弁護士）
毎月第４土曜日
13:00～16:00

こころの相談（臨床心理士）
毎月第1土曜日
13:00～16:00

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

　さまざまな思いや悩みを抱えた女性のための居場所「ふ
くいウイメンズ・オアシス」では同じ悩みや問題を抱える女
性同士が集う “ピアサポートサロン”を開催しています。
　ピアサポートサロンは、テーマ毎
に同じ悩みや不安、生きづらさを抱
える女性同士が、気持ちや経験、情
報を分かち合い、“ひとりじゃない”
と思えることを大切に、ざっくばら
んに話し合う場です。必要に応じて専門家を招き、助言をし
てもらう機会を設けています。
　サロンのテーマ、開催日時については、ホームページをご
確認ください。ピアサポートサロン開催時は、お申込者優先
です。

開所時間　9:00～12:00　13:00～17:00
TEL・ FAX　0776-89-1008　　　
E-mai l　w-oasis@f-jhosei.or.jp
U  R  L　https://www.f-jhosei.or.jp/womens_oasis/

若狭図書学習センターのご案内若狭図書学習センターのご案内

生涯学習事業紹介
福井ライフ・アカデミー講座

　令和４年度は、「ふるさと未来講座（芸術・文化、自然科学、
歴史、現代社会）」と「ふるさと探究講座」を開催予定です。「ふ
るさと未来講座」では、福井県の特性、魅力、その活かし方、
最新科学を学ぶ講座を開講します。「ふるさと探究講座」では、
ふるさと福井の魅力ある地域資源を見て、聞いて、感じる現
地体験の場を提供します。本年度も福井会場（福井県生活学習館）で開催されている講座のいくつ
かをライブ配信により若狭会場（当センター）で、同時に受講することができます。

図書館連携事業
ウェルカム！こども企画

　幼児・児童とその保護者を対象に、えほんの会と体験活動を行う「ウェルカム！こども企画」を
毎月開催しています。今年度も楽しいえほんの会とともに、ものづくり体験や夕方の月見等いろい
ろな企画を催します。

夏休み関連講座

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

福井県立　若狭図書学習センター

福井県生活学習館
福井県生涯学習センター ユー・アイ ふくい
〒918-8135　福井市下六条町14-1
TEL.0776-41-4200㈹
FAX.0776-41-4201
E-mail syogai-c@pref.fukui.lg.jp
HP http://www.manabi.pref.fukui.jp/you-i/
 　 （館の詳しいご利用方法は、こちらをご覧ください。）

〒917-0075　小浜市南川町6-11
TEL.0770-52-2705
FAX.0770-52-2715
E-mail w-tosho@pref.fukui.lg.jp
HP https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp

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）

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）

［施設利用申込専用］
TEL.0776-41-4203 
FAX.0776-41-4210
E-mail yu-ai@pref.fukui.lg.jp

県立美術館・教室展にて

表紙、挿絵によせて

福井ライフ・アカデミー主催講座のご案内
今後行われる講座の一部を紹介します。

講座の詳細、そのほかの講座情報は「まなびぃネットふくい」「福井ライフ・アカデミーニュース」をご覧ください。

生活学習館 ふるさと未来講座「地域づくり」福井①
「既存文化を再定義し、
新たな持続可能文化をデザインする」
日　時 ７月５日（火）14：00～15：30
講　師 一般社団法人　若狭路活性化研究所

代表理事　田辺 一彦 氏

生活学習館 ふるさと未来講座「芸術・文化」福井①
「新時代の和装 
～グローバルな時代にふさわしい着物スタイル～」
日　時 ７月30日（土）14：00～15：30
講　師 一般社団法人MATOU 代表

着物文化講師　中野 裕子 氏

生活学習館 （若狭図書学習センター同時配信）

ふるさと未来講座「自然科学」福井①

「科学の目で見た海洋プラスチックごみ問題」

日　時 ７月16日（土）14：00～15：30
講　師 九州大学　応用力学研究所　主幹教授

磯辺 篤彦 氏

申込み方法（会場：生活学習館）

1 http://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/

2 0776-41-4206電　話 3 0776-41-4201FAX

4 f-manabi@pref.fukui.lg.jpメール

ホームページ「まなびぃネットふくい」

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

　近年コロナ、温暖化による異常気象等で落ち込む私達を、テレビの色々な場所での映像で励まし
続けてくださった、躍動するJETSの皆様の姿に感動し勇気をいただいて心から感謝しながら描
いた作品です。素晴らしいご指導を続けておられる、福井県立福井商業高等学校 JETS顧問 五十
嵐裕子先生からお言葉をいただきました。

　今コロナ等も続きウクライナの戦争被害も止まりません。戦争が広がりませんように、何ができるのか自問しております。一人一人が平
和を目指し歴史を学び正しい情報を把握し、どんな時もあきらめないで、青く小さく美しいこの星の上で、国を超え手を取り合って生きて
いけます様にJETSの皆さんの花のような笑顔とダンスに励まされながら！と心から祈っております。

　この作品は、ハピリンホールでの「ＪＥＴＳショー」を描いていただいたものです。こ
の時のショーの主役は、脳腫瘍という大きな病を克服し、再びステージに立った生徒でした。
大変な手術をし、一時は食べることも話すことも立つこともできなかった彼女でしたが、「仲
間とまた一緒に踊りたい！」という強い気持ちでリハビリに励み、ダンスを踊るまでに復
活！彼女のこの時の演技は、私たちに大きな勇気と感動を与えてくれました。北荘さんは、
その時の貴重な瞬間を愛で溢れる絵画にして下さいました。その仕上がりに彼女も私もＪ
ＥＴＳも感無量。どんなに辛くてもあきらめず、前進し続けた彼女は歴代で最も輝いた生
徒です。全米大会優勝以上の感動をもたらした彼女の奇跡は、ずっとこの作品とともに生
き続け、多くの人々を励ますものとなるはずです。北荘さん、ありがとうございました！

新日本美術院常任理事　北荘かおる
あきらめないでどんな時も♪JETSふくい　第53回新院展 (東京都美術館)名誉会長賞

作 者
題 名

5 窓口直接


