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講演・講座のご案内

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
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まなびぃネットふくい で検索を！
講座の情報は

福井ライフ・アカデミー主催講座

 ユー・アイ ふくい
○ゆうあいシアター
　「Mayu （マユ）～ココロの星」

 若狭図書学習センター
○全線開業100周年
　小浜線の魅力と楽しみ方

 いつ
でも、 どこでも、 だれでも生涯学

習 いつ
でも、 どこでも、 だれでも生涯学

習

福井ライフ・アカデミー本部
写真：おおい町　若州一滴文庫　本館

福井ライフ・アカデミー本部
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目  次 

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 

  （現代社会オンライン講座申込みは①のみ） 

 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 

            福福井井県県立立若若狭狭図図書書学学習習セセンンタターー 

＊申込みは下記のいずれかの方法で 

 ①①電電話話  0770-52-2705  ②②FFAAXX  0770-52-2715  
 ③③メメーールル w-tosho@pref.fukui.lg.jp  ④④窓窓口口直直接接 

 〒917-0075 小浜市南川町 6-11 福井県立若狭図書学習センター  

のの場場合合  

【【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」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 ・ 登録済み ・ なし ） 



ふるさと未来講座「芸術・文化」若狭① 

『全線開業１００周年  

       小浜線の魅力と楽しみ方』 

 ２０２２年１２月２０日に全線開業１００周年を
迎える小浜線。今回は小浜線の歴史を振り返
りながら、その魅力、現況をお伝えするととも
に、２０２４年に北陸新幹線敦賀開業で変わる
「福井の鉄道」にも触れていきます。また、全
国に目を向けて、鉄道旅行の楽しさやポイント
もご紹介します。 

日時 １０月２９日（土） 

            １３：３０～１５：００ 

講師 旅の文筆家  

    蜂谷 あす美 

【要申込（１０月２７日まで）】 

会場

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターー

申込み

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターーへへ

講座の詳細はこちらから

日時  １０月７日（金） 

         ８日（土） 

上映スケジュール 

第１回…７日（金）１４：００～１６：０５ 

第２回…７日（金）１８：３０～２０：３５ 

第３回…８日（土）１０：００～１２：０５ 

第４回…８日（土）１４：００～１６：０５ 
 ※同じ作品を４回上映します。 

【要申込（１０月６日まで）】 

こちらからも申込み可能です

入場無料 

ゆうあいシアター④ 

『Mayu（マユ）～ココロの星～』 

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

定員 ユー・アイ ふくい 各回先着６０名 

 本作品は平成３０年２月のゆうあいシアター
で上映し、「若い乳がん患者の心情が表現さ
れていて、共感できた」などの感想を頂きまし
た。また当日は会場隣のギャラリーCにて乳が
ん啓発に関するパネル展を行います。 

ユユーー・・アアイイへへ

同同時時配配信信

定員 若狭図書学習センター先着 ３０名 

    ユー・アイ ふくい       先着 ３０名 
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ふるさと探究講座 福井② 

『福井の農業の未来を探れ！』 

 本県が誇る農業の最先端について学びます。福
井県立大学あわらキャンパス・三つ星農園を見学
し、福井県の農業の未来について探究します 。 

 

※生活学習館発着で、バスで往復します。 

 （集合時間１２：１０） 
 

※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 １１月１日（火） 

            １２：２０～１７：００ 

講師 福井県立大学 生物資源学部  

    教授  村井  耕二  

【要申込（１０月２１日まで）】 

定員 ユー・アイ ふくい 先着２０名 
 

講座の詳細はこちら

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

ふるさと探究講座 若狭① 

『霞提 見る・知る・学ぶ・考える』 

  霞堤（かすみてい）は、武田信玄が山梨県釜無
川に築いた「信玄堤（しんげんづつみ）」が始まりと
言われます。想定を超える大雨などにより川や水
路の水の量が増えた時に、堤防の切れ目から水を
逃がし、被害を少なくするためのしくみです。今回
は、福井県南部を流れる北川流域にある霞堤を専
門家の案内の下に見学し、理解する講座です。 

 

※福井県立若狭歴史博物館（小浜市遠敷２丁目）  

   駐車場発着で、バスや徒歩で移動します。 

 （集合時間１３：１５） 

※詳しくは若狭図書学習センターホームページ   

   をご覧ください。 

  （右QRコードからも遷移できます。） 

日時 １１月３日（木・祝） 

            １３：１５～１６：００ 

講師 福井県立大学 海洋生物資源学部 

    教授 田原 大輔 

【要申込（１０月２６日まで）】 

定員 若狭図書学習センター 先着１０名 

講座の詳細はこちら

会場

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターー

申込み

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターーへへ
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こちらからも申込み可能です

ふるさと未来講座「経済・産業」福井② 

『福井の発酵、津々浦々』 

 福井ならではの発酵文化とは？ 

 気候風土、信仰、北前船の3つのキー
ワードで福井の発酵文化を掘り下げま
す。 

 家庭で継承される身近な発酵食品の
なかに、1000年に渡る記憶が詰まってい
る。その由来を歴史や科学のキーワード
で紐解いていく。発酵ビギナーからグル
メが気になるアナタまで「なるほど！」が
満載なはず。 

日時 １１月１６日（水） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 発酵デザイナー 

    小倉 ヒラク 
  

【要申込（１１月１５日まで）】 

定員 ユー・アイ ふくい  先着６０名 
     

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

１１月はふるさと探究講座が実施されます

ふふるるささとと探探究究講講座座
現現地地学学習習やや体体験験学学習習をを通通ししてて、、「「先先進進技技術術やや伝伝統統技技術術」」、、「「歴歴史史的的遺遺産産」」、、

「「自自然然環環境境」」、、「「地地域域づづくくりり」」ななどど、、福福井井のの魅魅力力的的なな地地域域資資源源ににつついいてて学学びびまますす。。

ふるさと探究講座 福井② 

『福井の農業の未来を探れ！』 

 本県が誇る農業の最先端について学びます。福
井県立大学あわらキャンパス・三つ星農園を見学
し、福井県の農業の未来について探究します 。 

 

※生活学習館発着で、バスで往復します。 

 （集合時間１２：１０） 
 

※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 １１月１日（火） 

            １２：２０～１７：００ 

講師 福井県立大学 生物資源学部  

    教授  村井  耕二  

【要申込（１０月２１日まで）】 

定員 ユー・アイ ふくい 先着２０名 
 

講座の詳細はこちら

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

ふるさと探究講座 若狭① 

『霞提 見る・知る・学ぶ・考える』 

  霞堤（かすみてい）は、武田信玄が山梨県釜無
川に築いた「信玄堤（しんげんづつみ）」が始まりと
言われます。想定を超える大雨などにより川や水
路の水の量が増えた時に、堤防の切れ目から水を
逃がし、被害を少なくするためのしくみです。今回
は、福井県南部を流れる北川流域にある霞堤を専
門家の案内の下に見学し、理解する講座です。 

 

※福井県立若狭歴史博物館（小浜市遠敷２丁目）  

   駐車場発着で、バスや徒歩で移動します。 

 （集合時間１３：１５） 

※詳しくは若狭図書学習センターホームページ   

   をご覧ください。 

  （右QRコードからも遷移できます。） 

日時 １１月３日（木・祝） 

            １３：１５～１６：００ 

講師 福井県立大学 海洋生物資源学部 

    教授 田原 大輔 

【要申込（１０月２６日まで）】 

定員 若狭図書学習センター 先着１０名 

講座の詳細はこちら

会場

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターー

申込み

若若狭狭図図書書学学習習

セセンンタターーへへ
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申込みはこちらから

ふるさと未来講座「現代社会」福井①②③ 

『シビックテックによるテクノロジーが創る 

                             新しい市民社会の構築』 

 ここ数年、市民自身が主体となってテクノロ
ジーを活用し、地域や社会の課題を解決するシ
ビックテックという取り組みが注目を浴びていま
す。講演ではシビックテックとは何かという基本
的な部分から始まり、シビックテックが変える社
会、そしてシビックテックを明日から始めるため
の方法などについてお話しします。  

日時 １１月１９日（土） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 アイパブリッシング株式会社 
         代表取締役 

    （一社）コード・フォー・カナザワ  

    代表理事  福島 健一郎  

お問合せ

ユユーー・・アアイイ

ふふくくいいへへ

第１回 

『シビックテックに関する福井県内の取組事例』 

 ２００９年ウェブ発明者によって提唱された
オープンデータ、日本初の事例は２０１２年１月
の鯖江市でした。今では日本中に広がり、様々
な活用事例が登場しています。福井県内外で
の事例を元に、誰もが自由に使えるオープン
データとテクノロジーを使った新しい地域貢献
の形、シビックテックの楽しさをご紹介します。  

日時 １１月２７日（日） 

            １０：００～１１：３０ 

講師 株式会社jig.jp 

    創業者＆会長 福野 泰介  

要申込（各回の５日前まで） 
※全３回の講座ですが、１回のみの参加も可能です。 

第２回 

『デジタル古生物学の展開と活用』 

 現在の地球科学でもデジタル技術を活用した
研究が進んでいます。恐竜研究でもＸ線ＣＴス
キャン装置等を活用した新しい恐竜学の展開が
行なわれています。講演ではデジタル技術を活
用した研究の概要とその社会的な活用の一端
をご紹介します。 

日時 １２月３日（土） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 福井県立大学 恐竜学研究所 

    教授・所長 西 弘嗣  

定員 Zoomオンライン会場  

    各回先着 ６０名  

第３回 

会場

オオンンラライインン

【事前準備】受講にあたり以下のご用意が必要です。 

・パソコン、タブレットなどの端末 

・インターネット環境（Wi-Fi環境など、高速通信 

 が可能な状態でご参加ください） 

・Zoomアプリ 

申申込込みみ

ままななびびぃぃ

ネネッットトふふくくいい

リリアアルルタタイイムム

配配信信
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申込み

ユユーー・・アアイイ

ふふくくいいへへ

冊子内のマークをご確認ください

ふるさと未来講座「現代社会」福井①②③は、

Ｚｏｏｍオンライン講座です。

事前にＺｏｏｍアプリを、ご利用のＰＣ、タブレット

等にインストールしてご参加ください。リリアアルルタタイイムム

配配信信

若若狭狭へへ

同同時時配配信信
ユユーー・・アアイイへへ

同同時時配配信信

若狭図書学習センターで開催する

若狭図書学習センターの講座をユー・アイふくいで

映像で視聴できます。

申申込込みみ

ままななびびぃぃ

ネネッットトふふくくいい

「現代社会」福井①②③は、まなびぃネットからのみ

申込みが可能です。掲載事項をご確認の上、お申込み

ください。

申込みはこちらから

申込みはこちらから

ふるさと未来講座「現代社会」福井①②③ 

『シビックテックによるテクノロジーが創る 

                             新しい市民社会の構築』 

 ここ数年、市民自身が主体となってテクノロ
ジーを活用し、地域や社会の課題を解決するシ
ビックテックという取り組みが注目を浴びていま
す。講演ではシビックテックとは何かという基本
的な部分から始まり、シビックテックが変える社
会、そしてシビックテックを明日から始めるため
の方法などについてお話しします。  

日時 １１月１９日（土） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 アイパブリッシング株式会社 
         代表取締役 

    （一社）コード・フォー・カナザワ  

    代表理事  福島 健一郎  

お問合せ

ユユーー・・アアイイ

ふふくくいいへへ

第１回 

『シビックテックに関する福井県内の取組事例』 

 ２００９年ウェブ発明者によって提唱された
オープンデータ、日本初の事例は２０１２年１月
の鯖江市でした。今では日本中に広がり、様々
な活用事例が登場しています。福井県内外で
の事例を元に、誰もが自由に使えるオープン
データとテクノロジーを使った新しい地域貢献
の形、シビックテックの楽しさをご紹介します。  

日時 １１月２７日（日） 

            １０：００～１１：３０ 

講師 株式会社jig.jp 

    創業者＆会長 福野 泰介  

要申込（各回の５日前まで） 
※全３回の講座ですが、１回のみの参加も可能です。 

第２回 

『デジタル古生物学の展開と活用』 

 現在の地球科学でもデジタル技術を活用した
研究が進んでいます。恐竜研究でもＸ線ＣＴス
キャン装置等を活用した新しい恐竜学の展開が
行なわれています。講演ではデジタル技術を活
用した研究の概要とその社会的な活用の一端
をご紹介します。 

日時 １２月３日（土） 

            １４：００～１５：３０ 

講師 福井県立大学 恐竜学研究所 

    教授・所長 西 弘嗣  

定員 Zoomオンライン会場  

    各回先着 ６０名  

第３回 

会場

オオンンラライインン

【事前準備】受講にあたり以下のご用意が必要です。 

・パソコン、タブレットなどの端末 

・インターネット環境（Wi-Fi環境など、高速通信 

 が可能な状態でご参加ください） 

・Zoomアプリ 

申申込込みみ

ままななびびぃぃ

ネネッットトふふくくいい

リリアアルルタタイイムム

配配信信
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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＞＞
顔顔学学　　～～顔顔がが元元気気、、心心がが元元気気～～
顔学インストラクター　前田　紘一
１０月２日（日）１３：３０～１５：００
【会】永平寺町上志比公民館
　顔の作りや表情から得られる様々な情報を分析し、その人の性格
や特徴を探る顔学。笑顔の大切さや効用を楽しみながら学びましょ
う。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

永永平平寺寺町町教教育育委委員員会会
生生涯涯学学習習課課
永平寺町松岡春日１－４
ＴＥＬ（０７７６）６１－３４００
ＦＡＸ（０７７６）６１－２４３４
shogai@town.eiheiji.fukui.jp

2

写写真真展展　　商商店店街街のの風風景景
９月１５日（木）～１２月２７日（火）
【会】福井県立歴史博物館　エントランス
　モノクロ・カラー写真で振り返る、明治時代から昭和時代の商店街
の風景を約２０点展示。福井市呉服町商店街など懐かしい街の光
景が並びます。

【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

3

ふふくくいい歴歴博博講講座座
福福井井とと百百貨貨店店のの近近代代史史
福井県立歴史博物館　学芸員　橋本　紘希
１１月１９日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立歴史博物館　講堂
　日本と福井の百貨店の歴史をふり返り、百貨店と人びととのつな
がりの歴史を考えます。

【対】一般
【申】電話
【料】講座のみ無料（常設展
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】８０名

4

開開館館記記念念特特別別展展ⅠⅠ　　発発掘掘調調査査のの歩歩みみ
１０月１日(土)～令和５年１月３１日(水)９：００～１７：００（入
館は１６：３０まで、１０月１日は１３：００開館）
休館日：年末・年始
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館
　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館のオープンに伴い、1967年か
ら始まった発掘調査を過去の調査資料や記録写真とともに紹介し
ます。

【対】一般
【申】ホームページ（入館予
約）
【料】一般・大学生1,200円、高
校生８００円、小・中学生５００
円、７０歳以上７００円（常設
展示を含む）
【定】なし（入館は完全予約制
です）

福福井井県県立立一一乗乗谷谷朝朝倉倉氏氏遺遺跡跡博博
物物館館
ＴＥＬ（０７７６）４１－７７００
ＦＡＸ（０７７６）４１－７７０１
asakura@pref.fukui.lg.jp

5

無無料料健健康康相相談談会会　　ままちちのの保保健健室室ｉｉｎｎ県県立立図図書書館館
１０月１２日（水）１３：００～１６：００
【会】福井県立図書館　エントランスホール
　こころやからだに関して気になることや悩みに看護職がアドバイス
します。

【対】一般
【申】当日受付
【料】無料
【定】なし

（（主主催催））（（公公社社））福福井井県県看看護護協協
会会、、福福井井県県立立図図書書館館
（（問問合合せせ））福福井井県県立立図図書書館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/in
dex.html

【【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

※※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

6

白白川川文文字字学学　　ははじじめめののいいっっぽぽ！！講講座座　　～～「「足足」」ののつつくく漢漢字字大大
集集合合～～
福井県漢字指導者、立命館大学漢字教育士　蓑輪　潤子
１０月２３日（日）１０：３０～１１：３０
【会】福井県立図書館　研修室
　「足」のつく漢字を通して、白川文字学による漢字の成り立ちの解
釈の基本を学びます。

【対】一般（小学生以上、漢字
に興味のある方）
【申】ホームページ申込フォー
ム
【料】無料
【定】先着３０名

7

講講演演会会　　宇宇宙宙ををももっっとと身身近近にに　　～～宇宇宙宙ラライイタターーとといいうう仕仕事事～～
林　公代
１０月３０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　福井県出身で宇宙・天文分野のライターである講師から、仕事に
まつわる話や、県立若狭高校の取組みを描いた著作『さばの缶づ
め、宇宙へいく』の話を伺います。共著者の若狭高校 小坂康之教
諭との対談もあります。
〔オンライン配信（ホームページから視聴可）：１１月５日（土）～３０
日（水）〕
（後援）福井県読書推進運動協議会

【対】一般（中学生以上）
【申】ホームページ申込フォー
ム
９月３０日（金）受付開始
【料】無料
【定】先着７０名

8

秋秋季季企企画画展展　　師師・・萩萩原原朔朔太太郎郎とと三三好好達達治治
１０月１日（土）～令和５年１月９日（月・祝）
【会】福井県ふるさと文学館
　萩原朔太郎没後８０年を機に、近代詩に新たな境地を開いた萩原
朔太郎と、彼を生涯慕った福井ゆかりの詩人・三好達治の作品につ
いて紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

9

福福井井ゆゆかかりりのの俳俳人人　　皆皆吉吉爽爽雨雨生生誕誕１１２２００年年記記念念展展示示
９月６日（火）～１２月２１日（水）
【会】福井県ふるさと文学館
　福井県出身の俳人・皆吉爽雨の生誕１２０年を記念して、著作や
自筆資料を展示し、その創作活動や福井ゆかりの俳句などを紹介
します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

10

３３館館連連携携特特集集　　鉄鉄道道開開業業１１５５００年年記記念念！！鉄鉄道道特特集集
福福井井のの鉄鉄道道をを描描いいたた文文学学
９月６日（火）～１２月２１日（水）
【会】福井県ふるさと文学館
　１０月１４日は鉄道開通を記念し、「鉄道の日」とされています。ふ
るさと文学館では、荒川洋治著『忘れられる過去』など、福井の鉄道
や駅が登場する文学作品を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

11

おおししどどりり文文学学館館協協定定　　福福井井県県荒荒川川区区合合同同特特集集ココーーナナーー
津津村村節節子子とと吉吉村村昭昭　　～～おおししどどりり文文学学館館協協定定へへのの歩歩みみ～～
１０月２８日（金）～１２月２１日（水）
【会】福井県ふるさと文学館
　おしどり文学館協定の締結に基づき福井県と荒川区でそれぞれ
津村節子・吉村昭の作品を紹介します。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

12

秋秋季季企企画画展展　　師師・・萩萩原原朔朔太太郎郎とと三三好好達達治治　　関関連連文文学学講講座座
ここととばばをを「「盗盗むむ」」犀犀星星　　－－朔朔太太郎郎・・達達治治にに触触れれつつつつ－－
近代文学研究者　九里　順子
１０月８日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　萩原朔太郎や三好達治と親交の深い室生犀星の詩についてお話
しいただきます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・ふるさと文学
館カウンター・ホームページ
【料】無料
【定】５０名

福福井井県県立立図図書書館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/in
dex.html

　 【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
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/bungaku
/index.html

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＞＞
顔顔学学　　～～顔顔がが元元気気、、心心がが元元気気～～
顔学インストラクター　前田　紘一
１０月２日（日）１３：３０～１５：００
【会】永平寺町上志比公民館
　顔の作りや表情から得られる様々な情報を分析し、その人の性格
や特徴を探る顔学。笑顔の大切さや効用を楽しみながら学びましょ
う。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０名

永永平平寺寺町町教教育育委委員員会会
生生涯涯学学習習課課
永平寺町松岡春日１－４
ＴＥＬ（０７７６）６１－３４００
ＦＡＸ（０７７６）６１－２４３４
shogai@town.eiheiji.fukui.jp

2

写写真真展展　　商商店店街街のの風風景景
９月１５日（木）～１２月２７日（火）
【会】福井県立歴史博物館　エントランス
　モノクロ・カラー写真で振り返る、明治時代から昭和時代の商店街
の風景を約２０点展示。福井市呉服町商店街など懐かしい街の光
景が並びます。

【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

3

ふふくくいい歴歴博博講講座座
福福井井とと百百貨貨店店のの近近代代史史
福井県立歴史博物館　学芸員　橋本　紘希
１１月１９日（土）１４：００～１５：３０
【会】福井県立歴史博物館　講堂
　日本と福井の百貨店の歴史をふり返り、百貨店と人びととのつな
がりの歴史を考えます。

【対】一般
【申】電話
【料】講座のみ無料（常設展
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】８０名

4

開開館館記記念念特特別別展展ⅠⅠ　　発発掘掘調調査査のの歩歩みみ
１０月１日(土)～令和５年１月３１日(水)９：００～１７：００（入
館は１６：３０まで、１０月１日は１３：００開館）
休館日：年末・年始
【会】福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館
　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館のオープンに伴い、1967年か
ら始まった発掘調査を過去の調査資料や記録写真とともに紹介し
ます。

【対】一般
【申】ホームページ（入館予
約）
【料】一般・大学生1,200円、高
校生８００円、小・中学生５００
円、７０歳以上７００円（常設
展示を含む）
【定】なし（入館は完全予約制
です）

福福井井県県立立一一乗乗谷谷朝朝倉倉氏氏遺遺跡跡博博
物物館館
ＴＥＬ（０７７６）４１－７７００
ＦＡＸ（０７７６）４１－７７０１
asakura@pref.fukui.lg.jp

5

無無料料健健康康相相談談会会　　ままちちのの保保健健室室ｉｉｎｎ県県立立図図書書館館
１０月１２日（水）１３：００～１６：００
【会】福井県立図書館　エントランスホール
　こころやからだに関して気になることや悩みに看護職がアドバイス
します。

【対】一般
【申】当日受付
【料】無料
【定】なし

（（主主催催））（（公公社社））福福井井県県看看護護協協
会会、、福福井井県県立立図図書書館館
（（問問合合せせ））福福井井県県立立図図書書館館
福井市下馬町５１－１１
ＴＥＬ（０７７６）３３－８８６０
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/tosyo/in
dex.html

【【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

※※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。

7



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
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第第３３回回　　文文章章講講座座
エエッッセセイイののタタネネとと育育ててかかたた
新潮社出版企画部ノンフィクション編集部編集長　堀口　晴
正
１０月９日（日）１０：３０～１２：００
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　実践的な随筆の書き方をアドバイスしていただきます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・ふるさと文学
館カウンター・ホームページ
【料】無料
【定】５０名

14

文文学学フフェェススタタ２２００２２２２
１１月６日（日）
１０：３０～１２：００　ワークショップ　「自分でつくる『リトル・プ
レス』のすすめ」　編集者　佐藤　実紀代
１３：３０～１５：００　講演会　作家　中島　京子
１０：００～１６：００　同人誌ブース
【会】福井県ふるさと文学館
　小説やエッセイ、詩や俳句など県内で文芸創作を行うグループが
作品を発表し、読者と交流する場として、文学同人誌の展示・無料
配布やクイズラリーのほか、講演会や様々なイベントを行います。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・ふるさと文学
館カウンター・ホームページ
【料】無料
【定】ワークショップ３０名、講
演会７０名

15

福福井井大大学学公公開開講講座座
ドドククタターーＧＧのの知知っっ得得、、健健康康長長寿寿　　ＰＰａａｒｒｔｔ２２
福井大学　医学部附属病院　総合診療・総合内科センター
長、総合診療部　教授　林　寛之、福井大学　医学部附属病
院　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　ほか
１０月８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。家庭に
おける救急対応やフレイルに関する解説など、身近な家庭医療のイ
ロハをお伝えしながら新たな調理器具も紹介し、未来の生活スタイ
ルを考えます。

【対】中学生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
９月２９日（木）まで
【料】無料
【定】先着６０名

16

福福井井大大学学公公開開講講座座
北北陸陸４４大大学学連連携携ままちちななかかセセミミナナーー　　福福井井会会場場
北北陸陸地地区区ののデデーータタササイイエエンンスス教教育育のの現現状状とと課課題題
福井県教育委員会　情報指導主事　山谷　茂晴、福井大学
教育学部　理数教育講座　准教授　松本　智恵子、富山大
学　データサイエンス推進センター長　栗本　猛
１０月２２日(土）１３：００～１５：００
【会】オンライン（リアルタイム配信：Zoom）
　大学には、教育や研究のほかに、地域のみなさまの多様な生涯
学習のニーズにこたえる役割があります。福井大学、金沢大学、北
陸先端科学技術大学院大学、富山大学が共催して知的探求の場を
ご用意します。

【対】一般、学生、教職員
【申】ホームページ
１０月１２日（水）まで
【料】無料
【定】先着１００名

17

福福井井大大学学公公開開講講座座（（対対面面・・オオンンラライインン同同時時開開催催））
新新ししいい音音楽楽ははどどののよよううににししてて評評価価さされれるるかか？？
（（シシリリーーズズ音音楽楽のの価価値値ととはは？？VVoo..２２..))
福井大学　教育学部　芸術・保健体育教育講座　准教授　星
谷　丈生、音楽評論家　石塚　潤一
１０月２２日(土）１９：００～２１：００
【会】対面：福井大学　文京キャンパス　アカデミーホール
オンライン：リアルタイム配信（Zoom）
　みなさんは音楽批評についてお考えになったことはありますか？
SNSで誰でも自分の感想を表明することができるようになって久しい
ですが、音楽批評と個人の感想はどのように違うのでしょうか？

【対】小学４年生以上
【申】対面：ＦＡＸ・郵送・ホーム
ページ
オンライン：ホームページ
１０月１２日（水）まで
【料】無料
【定】対面：先着５０名
オンライン：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
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/bungaku
/index.html

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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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　　〜〜苦苦ししむむ人人をを前前
ににししたた時時、、ああななたたににはは何何ががででききまますすかか？？〜〜
福井大学　医学部附属病院　がん診療推進センター　特命
助教　児玉　麻衣子　ほか
１０月２９日（土）１３：３０～１５：００
【会】アオッサ　７階　Ｆスクエア
　苦しみやつらさを感じている人を前にした時に、あなたにはできる
ことがあります。治らない病気を持っていても、前向きに生きている
人への関わりを通して、困難が多い人生を共に乗り越える方法を学
んでいきましょう。

【対】小学４年生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
９月２９日（木）ＡＭ９：００～
１０月２０日（木）
【料】無料
【定】先着２０名

19

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　　第第１１回回　　ゲゲーームムのの達達人人ににななろろうう！！
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
１１月５日（土）１３：００～１６：００
【会】福井大学　文京キャンパス　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。
　第２回「敷き詰め模様を作ろう！」は１２月３日（土）開催予定です。

【対】小学４年生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
１０月１１日（火）ＡＭ９：００～
１０月３０日（日）
【料】無料
【定】先着２０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１２日（土）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１７日（月）ＡＭ９：００～
１１月６日（日）
【料】無料
【定】先着５０名（３０組、１組５
名まで）

21

ノノルルデディィッッククウウォォーーキキンンググ体体験験（（感感染染予予防防・・対対策策編編））
福井工業大学　スポーツ健康科学部　スポーツ健康科学科
教授　坂﨑　貴彦（ウェルネス＆スポーツサイエンスセン
ター）
１０月１日（土）１０：００～１１：３０
【会】福井工業大学６号館　１階　プロジェクトルーム
　体表面温度測定、手指消毒後、ソーシャルディスタンスを保ちなが
らノルディックウォーキングを実施し、終了後に手洗いを行いチェッ
カーで確認します。（動きやすい服装、靴にて、水筒を持参してご参
加ください。）

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０名

22

ココンンククリリーートトのの過過去去・・現現在在・・未未来来
福井工業大学　工学部　建築土木工学科　教授　仲地　唯
治
１０月８日（土）１０：００～１１：３０
【会】オンライン会議システム「Microsoft Teams」（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、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。）
　コンクリートは建築・土木の分野で多く用いられる重要な材料で
す。その耐震性、耐久性等について、歴史とともに紹介します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５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/

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
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第第３３回回　　文文章章講講座座
エエッッセセイイののタタネネとと育育ててかかたた
新潮社出版企画部ノンフィクション編集部編集長　堀口　晴
正
１０月９日（日）１０：３０～１２：００
【会】福井県立図書館　多目的ホール
　実践的な随筆の書き方をアドバイスしていただきます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・ふるさと文学
館カウンター・ホームページ
【料】無料
【定】５０名

14

文文学学フフェェススタタ２２００２２２２
１１月６日（日）
１０：３０～１２：００　ワークショップ　「自分でつくる『リトル・プ
レス』のすすめ」　編集者　佐藤　実紀代
１３：３０～１５：００　講演会　作家　中島　京子
１０：００～１６：００　同人誌ブース
【会】福井県ふるさと文学館
　小説やエッセイ、詩や俳句など県内で文芸創作を行うグループが
作品を発表し、読者と交流する場として、文学同人誌の展示・無料
配布やクイズラリーのほか、講演会や様々なイベントを行います。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・ふるさと文学
館カウンター・ホームページ
【料】無料
【定】ワークショップ３０名、講
演会７０名

15

福福井井大大学学公公開開講講座座
ドドククタターーＧＧのの知知っっ得得、、健健康康長長寿寿　　ＰＰａａｒｒｔｔ２２
福井大学　医学部附属病院　総合診療・総合内科センター
長、総合診療部　教授　林　寛之、福井大学　医学部附属病
院　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　ほか
１０月８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。家庭に
おける救急対応やフレイルに関する解説など、身近な家庭医療のイ
ロハをお伝えしながら新たな調理器具も紹介し、未来の生活スタイ
ルを考えます。

【対】中学生以上
【申】ＦＡＸ・郵送・ホームペー
ジ
９月２９日（木）まで
【料】無料
【定】先着６０名

16

福福井井大大学学公公開開講講座座
北北陸陸４４大大学学連連携携ままちちななかかセセミミナナーー　　福福井井会会場場
北北陸陸地地区区ののデデーータタササイイエエンンスス教教育育のの現現状状とと課課題題
福井県教育委員会　情報指導主事　山谷　茂晴、福井大学
教育学部　理数教育講座　准教授　松本　智恵子、富山大
学　データサイエンス推進センター長　栗本　猛
１０月２２日(土）１３：００～１５：００
【会】オンライン（リアルタイム配信：Zoom）
　大学には、教育や研究のほかに、地域のみなさまの多様な生涯
学習のニーズにこたえる役割があります。福井大学、金沢大学、北
陸先端科学技術大学院大学、富山大学が共催して知的探求の場を
ご用意します。

【対】一般、学生、教職員
【申】ホームページ
１０月１２日（水）まで
【料】無料
【定】先着１００名

17

福福井井大大学学公公開開講講座座（（対対面面・・オオンンラライインン同同時時開開催催））
新新ししいい音音楽楽ははどどののよよううににししてて評評価価さされれるるかか？？
（（シシリリーーズズ音音楽楽のの価価値値ととはは？？VVoo..２２..))
福井大学　教育学部　芸術・保健体育教育講座　准教授　星
谷　丈生、音楽評論家　石塚　潤一
１０月２２日(土）１９：００～２１：００
【会】対面：福井大学　文京キャンパス　アカデミーホール
オンライン：リアルタイム配信（Zoom）
　みなさんは音楽批評についてお考えになったことはありますか？
SNSで誰でも自分の感想を表明することができるようになって久しい
ですが、音楽批評と個人の感想はどのように違うのでしょうか？

【対】小学４年生以上
【申】対面：ＦＡＸ・郵送・ホーム
ページ
オンライン：ホームページ
１０月１２日（水）まで
【料】無料
【定】対面：先着５０名
オンライン：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
https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp/bungaku
/index.html

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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福福井井城城本本丸丸のの光光景景
福井工業大学　吉田　純一（FUT城郭研究所）
１０月１５日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　今、県庁がある場所は福井城の最も中心となる本丸でした。お城
時代のここの様子は？絵図などの史料から探ってみましょう。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

24

ここののおお寺寺はは、、江江戸戸時時代代かかららああっったたのの？？
福井工業大学　伊豆蔵　庫喜（FUT城郭研究所）
１０月２２日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　江戸時代（享和３年（1803年））のお寺が、約２２０年後の令和４年
もほぼ同じ場所にあることを紹介します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０名

25

永永平平寺寺町町観観光光ままちちづづくくりりのの発発想想とと展展開開
福井工業大学　工学部　建築土木工学科　教授　下川　勇
（FUT城郭研究所）
１０月２９日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　現在進行中の、永平寺町の自然と歴史を再解釈して、町内全域
の観光システムを再構築する取組みについて説明します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

26

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開シシンンポポジジウウムム
ＤＤＸＸ恐恐竜竜
パネラー：地域科学可視化技術研究所　所長　芝原　暁彦、
福井県立大学恐竜学研究所　所長　西　弘嗣、（株）ＮＨＫエ
ンタープライズ　シニアプロデューサー　植田　和貴、古生物
造形作家　荒木　一成、福井県立大学恐竜学研究所　准教
授　河部　壮一郎、福井県立大学恐竜学研究所　助教　今
井　拓哉
コーディネーター：放送大学福井学習センター　客員教員、
福井県立大学恐竜学研究所　准教授　柴田　正輝
１０月２日（日）１０：３０～１４：００
【会】ふくい県民活動・ボランティアセンター（アオッサ７階）
７０６・７０７号室
　ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）化は、近年、さまざまな業
種において取り入れられています。しかし、その認知度は低く、ＤＸ
以前の「デジタル化」への理解度もまだ低いと思われます。そこで、
現在福井県立大学恐竜学研究所が行っている「デジタル古生物学」
を軸に、恐竜ＤＸ化への道のりをシンポジウム形式で基礎から紹介
し、デジタル発展途上な世代へのＤＸ理解推進を図ります。

【対】一般
【申】電話、ホームページ
【料】無料
【定】先着５０名

27

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開シシンンポポジジウウムム
絵絵本本のの可可能能性性　　－－世世界界ののババリリアアフフリリーー児児童童図図書書館館展展かからら－－
公認心理師、女子美術大学　非常勤講師　撹上　久子
１０月９日（日）１３：３０～１６：００
【会】放送大学　福井学習センター　講義室１
　多文化共生社会を目指す日本でも、さまざまな分野 で“バリア”を
取り除き、誰もがその人らしく生きられる環境整備の重要性がます
ます高まっています。
　2022年春に開催された『世界のバリアフリー児童図書展』の実行
委員長である撹上久子さんを福井にお招きし、子どもたちが魅力を
感じる絵本の最新情報を知り、絵本のもつ可能性について考えま
す。関心のある方はぜひご参加ください。

【対】一般
【申】電話、ホームページ
【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　

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー
福井市手寄１－４－１
アオッサ７階
ＴＥＬ（０７７６）２２－６３６１
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/
fukui/about/open.html

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
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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
人人生生１１００００年年時時代代　　知知ららなないいとと損損すするる  !!??  資資産産運運用用ののメメリリッットト・・
デデメメリリッットト
暮らしのマネープラン　相談センター福井　所長　堂埜　聖
１０月８日（土）１０：００～１１：３０
【会】福井県民生協　本部センター（福井市開発５－１６０３）
※オンラインによる配信（Ｚｏｏｍ使用）も行います。
　人生１００年時代、お金を預貯金だけでなく、他の金融商品で運用
したいと思っている人も多いのではないでしょうか。インターネットな
どの金融商品販売ツールや金融商品自体が多様化し、仕組みが複
雑な商品が身近になってきました。消費者トラブルに合わないため
にも、今の時代に必要な知識として、資産運用のメリット・デメリット
について学びましょう。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
※オンライン配信を希望の方
はホームページからお申込み
ください。
【料】無料
【定】３０名

29

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
ああのの手手ここのの手手のの消消費費者者トトララブブルル　　～～ククイイズズでで賢賢くく学学びびまま笑笑～～
消費生活専門相談員　中嶋　恵美
１０月２８日（金）１８：３０～２０：００　※トワイライトセミナー
【会】福井県民生協　本部センター（福井市開発５－１６０３）
※オンラインによる配信（Ｚｏｏｍ使用）も行います。
　オンラインゲームでの課金トラブルやネットでの架空請求、あやし
い儲け話など、毎日の生活には様々なトラブルが潜んでいます。消
費行動に関するクイズに答えながら、トラブルに合わないための賢
い消費者を目指しましょう！

【対】一般
【申】電話・ホームページ
※オンライン配信を希望の方
は、必ずホームページからお
申込みください。
【料】無料
【定】３０名

30

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
キキャャッッシシュュレレスス・・デデジジタタルル社社会会のの加加速速！！  今今ささらら聞聞けけなないい新新しし
いいおお金金のの流流れれとと形形、、そそのの付付きき合合いい方方
株式会社　優益ＦＰオフィス　代表取締役、ファイナンシャル
プランナー（ＣＦＰ）　佐藤　益弘
１１月１２日（土）１０：００～１１：３０
【会】福井県民生協　本部センター（福井市開発５－１６０３）
※オンラインによる配信（Ｚｏｏｍ使用）も行います。
　お金のやりとりが簡単にできるようになったキャッシュレス決済。今
後、技術が進展していく中で、お金の分野に何が起こり、私たちにど
のような影響があるのでしょうか。これからの世の中、どのように行
動したら良いのかを学びましょう。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
※オンライン配信を希望の方
は、必ずホームページからお
申込みください。
【料】無料
【定】３０名

31

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
心心もも体体もも元元気気にに健健康康にに　　～～認認知知症症のの理理解解、、予予防防、、支支援援～～
福井県立すこやかシルバー病院　作業療法士　下口　さゆり
１０月４日（火）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　認知症の危険因子や脳を鍛える対策について説明し、心と体を元
気にする活動を実演します。

【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。

32

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　笠松
殊江
１０月６日（木）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　介護保険制度の全体像や介護保険サービスの実際の利用方法、
認知症専門病院受診について説明します。

【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。

33

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ＢＢＰＰＳＳＤＤをを理理解解すするる
福井県立すこやかシルバー病院　看護師　山口　泰宏
１０月７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
　ＢＰＳＤの症状や認知症のケアの基本、ＢＰＳＤの原因を考える視
点について説明します。

【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。

（（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
https://www.kuranavi.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）９７－５０３７
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23

福福井井城城本本丸丸のの光光景景
福井工業大学　吉田　純一（FUT城郭研究所）
１０月１５日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　今、県庁がある場所は福井城の最も中心となる本丸でした。お城
時代のここの様子は？絵図などの史料から探ってみましょう。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

24

ここののおお寺寺はは、、江江戸戸時時代代かかららああっったたのの？？
福井工業大学　伊豆蔵　庫喜（FUT城郭研究所）
１０月２２日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　江戸時代（享和３年（1803年））のお寺が、約２２０年後の令和４年
もほぼ同じ場所にあることを紹介します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１０名

25

永永平平寺寺町町観観光光ままちちづづくくりりのの発発想想とと展展開開
福井工業大学　工学部　建築土木工学科　教授　下川　勇
（FUT城郭研究所）
１０月２９日（土）１１：００～１２：００
【会】福井工業大学３号館　５階　５０２演習室２
　現在進行中の、永平寺町の自然と歴史を再解釈して、町内全域
の観光システムを再構築する取組みについて説明します。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】１５名

26

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開シシンンポポジジウウムム
ＤＤＸＸ恐恐竜竜
パネラー：地域科学可視化技術研究所　所長　芝原　暁彦、
福井県立大学恐竜学研究所　所長　西　弘嗣、（株）ＮＨＫエ
ンタープライズ　シニアプロデューサー　植田　和貴、古生物
造形作家　荒木　一成、福井県立大学恐竜学研究所　准教
授　河部　壮一郎、福井県立大学恐竜学研究所　助教　今
井　拓哉
コーディネーター：放送大学福井学習センター　客員教員、
福井県立大学恐竜学研究所　准教授　柴田　正輝
１０月２日（日）１０：３０～１４：００
【会】ふくい県民活動・ボランティアセンター（アオッサ７階）
７０６・７０７号室
　ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）化は、近年、さまざまな業
種において取り入れられています。しかし、その認知度は低く、ＤＸ
以前の「デジタル化」への理解度もまだ低いと思われます。そこで、
現在福井県立大学恐竜学研究所が行っている「デジタル古生物学」
を軸に、恐竜ＤＸ化への道のりをシンポジウム形式で基礎から紹介
し、デジタル発展途上な世代へのＤＸ理解推進を図ります。

【対】一般
【申】電話、ホームページ
【料】無料
【定】先着５０名

27

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー　　公公開開シシンンポポジジウウムム
絵絵本本のの可可能能性性　　－－世世界界ののババリリアアフフリリーー児児童童図図書書館館展展かからら－－
公認心理師、女子美術大学　非常勤講師　撹上　久子
１０月９日（日）１３：３０～１６：００
【会】放送大学　福井学習センター　講義室１
　多文化共生社会を目指す日本でも、さまざまな分野 で“バリア”を
取り除き、誰もがその人らしく生きられる環境整備の重要性がます
ます高まっています。
　2022年春に開催された『世界のバリアフリー児童図書展』の実行
委員長である撹上久子さんを福井にお招きし、子どもたちが魅力を
感じる絵本の最新情報を知り、絵本のもつ可能性について考えま
す。関心のある方はぜひご参加ください。

【対】一般
【申】電話、ホームページ
【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　

放放送送大大学学福福井井学学習習セセンンタターー
福井市手寄１－４－１
アオッサ７階
ＴＥＬ（０７７６）２２－６３６１
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/
fukui/about/open.html

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
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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へへのの食食事事提提供供　　～～管管理理栄栄養養士士のの視視点点かからら～～
福井県立すこやかシルバー病院　管理栄養士　田中　あゆ
み
１０月１３日（木）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　認知症高齢者への食事提供の工夫（栄養面、しっかり食べるため
の工夫）や、当院で食事提供の実際について拒食している人の対
応例などを交え紹介します。

【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。

35

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　森　直樹
１０月１４日（金）１３：３０～１４：２０
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　心と体を元気にする活動を実演します。

【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。

36

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２１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
　認知症の原因疾患、症状についてや、認知症の方への対応のヒ
ント、対応の実例について説明します。

【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。

37

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
レレビビーー小小体体型型認認知知症症のの方方のの介介護護
福井県立すこやかシルバー病院　看護師長　増田　直代
１０月２８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
　レビー小体型認知症の症状についてや、レビー小体型認知症の
方の介護のポイントについて説明します。

【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。

38

健健康康のの森森  健健康康講講座座
乳乳ががんんでで死死なななないいたためめにに　　－－１１００月月はは乳乳ががんん月月間間－－
県民健康センター　所長　田中　正樹
１０月８日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
　１０月は乳がん月間です。乳がんは日本人女性がかかるがんの
第１位です。乳がんの診断と新しい治療についてお話しします。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】４０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）９７－５０３７

12
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39

いいききいいききラライイフフ　　学学びび強強化化月月間間シシリリーーズズ③③　　暮暮ららししににかかかかわわ
るる近近未未来来にに目目をを向向けけててみみよようう
気気候候変変動動かからら気気候候""危危機機""へへ　　私私たたちちのの住住むむ地地球球ははどどううななっっ
てていいくくののかか
株式会社ウェザーニューズ　気象予報士　吉良　真由子
１０月２日（日）６：３０～７：００
１０月８日（土）１７：１５～１７：４５

40

いいききいいききラライイフフ　　学学びび強強化化月月間間シシリリーーズズ③③　　暮暮ららししににかかかかわわ
るる近近未未来来にに目目をを向向けけててみみよようう
米米かからら考考ええるる日日本本のの暮暮ららししととＳＳＤＤＧＧｓｓ
御食国若狭おばま食文化館　学芸員　一矢　典子
１０月９日（日）６：３０～７：００
１０月１５日（土）１７：１５～１７：４５

41

いいききいいききラライイフフ　　学学びび強強化化月月間間シシリリーーズズ③③　　暮暮ららししににかかかかわわ
るる近近未未来来にに目目をを向向けけててみみよようう
工工業業技技術術セセンンタターーのの技技術術がが暮暮ららししをを変変ええるる　　～～福福井井県県工工業業
技技術術セセンンタターーのの研研究究取取りり組組みみににつついいてて～～
福井県工業技術センター　所長　後藤　基浩
１０月１６日（日）６：３０～７：００
１０月２２日（土）１７：１５～１７：４５

42

いいききいいききラライイフフ　　学学びび強強化化月月間間シシリリーーズズ③③　　暮暮ららししににかかかかわわ
るる近近未未来来にに目目をを向向けけててみみよようう
ボボラランンテティィアアでで町町おおここしし活活動動
ＮＰＯ法人細呂木地区創成会　代表理事・会長　酒井　敏雄
１０月２３日（日）６：３０～７：００
１０月２９日（土）１７：１５～１７：４５

43

いいききいいききラライイフフ　　学学びび強強化化月月間間シシリリーーズズ③③　　暮暮ららししににかかかかわわ
るる近近未未来来にに目目をを向向けけててみみよようう
世世界界のの幸幸せせ調調査査結結果果かからら見見ええててくくるる地地域域づづくくりりののポポイインントト
福井県立大学　地域経済研究所　准教授　高野　翔
１０月３０日（日）６：３０～７：００
１１月５日（土）１７：１５～１７：４５

44

福福井井古古文文書書をを読読むむ会会
１０月１２日（水）、２６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

45

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　事務局　福住　篤
１０月２２日（土）１０：００～１２：００
【会】福井県国際交流会館　１階　交流ラウンジ
　コーヒーを飲みながらドイツ語カルタの動物編で楽しみましょう。
Welche Tiere magst du? ➡ ich mag Tiger und Hund.

【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

46

漢漢詩詩鑑鑑賞賞講講座座
越風吟社　代表　川口　義夫
１０月２５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
〒９１０－０００４
福井市宝永１－７－２４
ＴＥＬ（０７７６）６５－１５６０

ＮＥＷラジオ講座「いきいきラ
イフ」のご案内

ラジオ講座「いきいきライフ」
は、ラジオやインターネットを
通じて、時事、社会、文化、娯
楽、健康、医療、福祉など各
界で活躍されている方のお話
を毎週聞くことができます。シ
ニア期の暮らしに必要なテー
マをシリーズで放送する「学
び強化月間」も定期的に設け
ています。

【放送媒体】
FBCラジオ
（嶺北 864KHz/FM94.6MHz、
嶺南 1557KHz/FM93.6MHz）
【実施日】
毎週日曜日６：３０～７：００放
送
毎週土曜日１７：１５～１７：４５
再放送

（（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　

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

34

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へへのの食食事事提提供供　　～～管管理理栄栄養養士士のの視視点点かからら～～
福井県立すこやかシルバー病院　管理栄養士　田中　あゆ
み
１０月１３日（木）１３：３０～１５：００
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　認知症高齢者への食事提供の工夫（栄養面、しっかり食べるため
の工夫）や、当院で食事提供の実際について拒食している人の対
応例などを交え紹介します。

【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。

35

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　森　直樹
１０月１４日（金）１３：３０～１４：２０
【会】福井県立すこやかシルバー病院　２階講堂
　心と体を元気にする活動を実演します。

【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。

36

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２１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
　認知症の原因疾患、症状についてや、認知症の方への対応のヒ
ント、対応の実例について説明します。

【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。

37

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
レレビビーー小小体体型型認認知知症症のの方方のの介介護護
福井県立すこやかシルバー病院　看護師長　増田　直代
１０月２８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
　レビー小体型認知症の症状についてや、レビー小体型認知症の
方の介護のポイントについて説明します。

【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。

38

健健康康のの森森  健健康康講講座座
乳乳ががんんでで死死なななないいたためめにに　　－－１１００月月はは乳乳ががんん月月間間－－
県民健康センター　所長　田中　正樹
１０月８日（土）１５：００～１６：００
【会】県民健康センター
　１０月は乳がん月間です。乳がんは日本人女性がかかるがんの
第１位です。乳がんの診断と新しい治療についてお話しします。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】４０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）９７－５０３７
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47

＜＜共共催催＞＞
シシナナププソソロロジジーー体体操操　　笑笑顔顔でで楽楽ししくく、、脳脳いいききいいきき！！
シナプソロジー認定インストラクター　中田　成裕
１１月１９日（土）１０：００～１１：３０
【会】高椋コミュニティーセンター　大会議室
　シナプソロジーって なあに？？『２つのことを同時に行う』『左右で
違う動きをする』など、普段慣れない動きで適度な刺激を与え、脳を
活性化させるトレーニングです。子どもからお年寄りまで、どなたで
も気軽に体験できます。中田先生の軽妙なトークで、大笑いしなが
ら脳活しましょう！

【対】一般
【申】なし
【料】無料
【定】７０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
syakai-hnty@city.fukui-sakai.lg.jp

48

教教育育博博物物館館　　学学制制１１５５００年年記記念念企企画画展展　　学学校校１１５５００年年物物語語
８月２日（火）～令和５年１月２９日（日）９：００～１７：００（入
館は１６：３０まで）
休館日：月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始、１１
月８日（火）
※９月２４日（土）は開館。
【会】福井県教育総合研究所　教育博物館
　学校制度が始まった学制発布から現在に至る１５０年の学校と子
どもたちの姿を、主に県内学校の写真や資料で物語風にたどりま
す。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

49

教教育育博博物物館館　　学学制制１１５５００年年記記念念企企画画展展　　学学校校１１５５００年年物物語語
関関連連イイベベンントト
懐懐かかししいいむむかかししのの暮暮ららしし　　ＤＤＶＶＤＤ上上映映会会
８月２日（火）～令和５年１月２９日（日）の土・日・祝日
①１０：００～　②１１：００～　③１４：００～　④１５：００～
【会】福井県教育総合研究所　教育博物館
　1940～1970年代の暮らしを描く映像から、学校生活や子どもの遊
びの様子を見てみましょう。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

50

緑緑のの教教室室
果果樹樹のの手手入入れれ（（秋秋かからら初初夏夏ままでで））
元　福井県園芸試験場　場長　小川　晋一郎
１０月２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
　剪定と施肥のポイントを学びます。

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】先着３０名

51

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・園内
　マツなどの雪吊りを学びます。（園内での実演あり）

【対】一般
【申】電話
１０月１８日（火）８：３０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

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
https://www.fukui-
educate.jp/museum/
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47

＜＜共共催催＞＞
シシナナププソソロロジジーー体体操操　　笑笑顔顔でで楽楽ししくく、、脳脳いいききいいきき！！
シナプソロジー認定インストラクター　中田　成裕
１１月１９日（土）１０：００～１１：３０
【会】高椋コミュニティーセンター　大会議室
　シナプソロジーって なあに？？『２つのことを同時に行う』『左右で
違う動きをする』など、普段慣れない動きで適度な刺激を与え、脳を
活性化させるトレーニングです。子どもからお年寄りまで、どなたで
も気軽に体験できます。中田先生の軽妙なトークで、大笑いしなが
ら脳活しましょう！

【対】一般
【申】なし
【料】無料
【定】７０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
syakai-hnty@city.fukui-sakai.lg.jp

48

教教育育博博物物館館　　学学制制１１５５００年年記記念念企企画画展展　　学学校校１１５５００年年物物語語
８月２日（火）～令和５年１月２９日（日）９：００～１７：００（入
館は１６：３０まで）
休館日：月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始、１１
月８日（火）
※９月２４日（土）は開館。
【会】福井県教育総合研究所　教育博物館
　学校制度が始まった学制発布から現在に至る１５０年の学校と子
どもたちの姿を、主に県内学校の写真や資料で物語風にたどりま
す。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

49

教教育育博博物物館館　　学学制制１１５５００年年記記念念企企画画展展　　学学校校１１５５００年年物物語語
関関連連イイベベンントト
懐懐かかししいいむむかかししのの暮暮ららしし　　ＤＤＶＶＤＤ上上映映会会
８月２日（火）～令和５年１月２９日（日）の土・日・祝日
①１０：００～　②１１：００～　③１４：００～　④１５：００～
【会】福井県教育総合研究所　教育博物館
　1940～1970年代の暮らしを描く映像から、学校生活や子どもの遊
びの様子を見てみましょう。

【対】一般
【申】不要
【料】無料
【定】なし

50

緑緑のの教教室室
果果樹樹のの手手入入れれ（（秋秋かからら初初夏夏ままでで））
元　福井県園芸試験場　場長　小川　晋一郎
１０月２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
　剪定と施肥のポイントを学びます。

【対】一般
【申】電話
【料】無料
【定】先着３０名

51

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・園内
　マツなどの雪吊りを学びます。（園内での実演あり）

【対】一般
【申】電話
１０月１８日（火）８：３０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

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
https://www.fukui-
educate.jp/museum/
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52

パパソソココンン中中級級講講座座
道見　英雄
毎週　月・水・金　１３：００～１６：００
【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。

【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）４６８８－７１４６

53

２２テテンンポポウウォォーーキキンンググででＷＷｅｅｌｌｌｌ－－ＢＢｅｅｉｉｎｎｇｇ！！
インターバル速歩インストラクター　牧野　晃治
１０月１日（土）１０：００～１１：３０
【会】福井県総合グリーンセンター　緑の相談所　北側入り口
集合・解散
　スマートウォッチを装着し心拍数を測りながら、３分間のゆっくり歩
きと３分間の速い歩きを１セットとして、５セット歩きます。これを２日
に１回の割合で５ケ月継続することで、体の老化をくい止め１０歳若
返る体力を目指します。科学的根拠のもと高血圧・高血糖・肥満な
どの生活習慣病予防・改善、認知機能・うつ症状・骨粗しょう症の改
善に有効なウォーキングを体験しましょう。人は何歳からでも若返る
ことができ、健康になることができます。距離４ｋｍ、標高差１０ｍぐ
らいの、園内や周辺をウォ－キング。体も心も劇的チェンジ！！

【対】一般
【申】不要
【料】５００円（野外活動保険、
月替わり資料、スマートウォッ
チ貸出料実費）
【定】２０名

54

２２テテンンポポウウォォーーキキンンググででタタララソソテテララピピーー！！
インターバル速歩インストラクター　牧野　晃治
１０月２２日（土）１０：００～１１：３０
【会】休暇村越前三国　駐車場　集合・解散
　スマートウォッチを装着し心拍数を測りながら、３分間のゆっくり歩
きと３分間の速い歩きを１セットとして、５セット歩きます。２日に１回
の割合で５ケ月継続することで、体の老化をくい止め１０歳若返る体
力を目指します。科学的根拠のもと高血圧・高血糖・肥満などの生
活習慣病予防・改善、認知機能・うつ症状・骨粗しょう症の改善に有
効なウォーキングを体験しましょう。人は何歳からでも若返ることが
でき、健康になることができます。距離４ｋｍ、標高差２０ｍぐらい
の、海岸沿いをウォ－キング。体も心も劇的チェンジ！！

【対】一般
【申】不要
【料】５００円（野外活動保険、
月替わり資料、スマートウォッ
チ貸出料実費）
【定】２０名

55

セセススナナ機機入入門門
福井飛行クラブ　専属教官　髙橋　英一（事業用操縦士）
１０月９日（日）１０：００～１２：００
【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

（（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

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

福福井井健健康康ウウォォーーキキンンググのの会会
ＴＥＬ（０７０）８４７０-５９４１
ＦＡＸ（０７７８）６２－１０２２
ja9lur@hotmail.com
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＜＜共共催催＞＞
認認知知症症ににななりりににくくいいラライイフフススタタイイルル
敦賀市立看護大学　講師　鈴木　隆史
１１月１７日（木）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター　学びの里「めいりん」
　認知症について学ぶことで、明日がより元気になれる生活を目指
してみませんか。

【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

57

企企画画展展　　福福井井のの鳥鳥ととけけももののたたちち
９月９日（金）～１１月１３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
　県内に生息する野生鳥獣について、剥製を展示するとともに、人と
鳥獣が共生していくための仕組みや、自然保護センターが行ってい
る調査等について、パネルで解説します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし

58

鷹鷹匠匠　　放放鷹鷹実実演演
１０月８日(土)１０：３０～１１：３０、１４：００～１５：００
【会】福井県自然保護センター　学習広場
　日本伝統の鷹狩の技である放鷹術を行っている鷹匠が、放鷹の
実演を行います。
※荒天中止

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし

59

天天文文教教室室　　秋秋のの星星空空めめぐぐりり　　～～星星座座ととギギリリシシャャ神神話話～～
１０月２３日（日）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター　観察棟
　秋に見ることができる星座や天体をプラネタリウムで学習した後、
星座や天体についてより詳しい解説を聞きながら野外で星座等を、
天体望遠鏡で星雲等を観望します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
９月２３日（金・祝）～１０月２１
日（金）
※定員になり次第締切
【料】無料
【定】２０名

60

特特別別観観望望会会　　皆皆既既月月食食とと天天王王星星食食
１１月８日（火）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター　観察棟
　１１月８日は、皆既月食と天王星食を同時に観察できる日です。今
世紀最後といわれる貴重なこの日に、双眼鏡や望遠鏡を使って天
文現象を観察します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１０月８日（土）～１１月６日
（日）
※定員になり次第締切
【料】無料
【定】３０名

61

博博物物館館セセミミナナーー
葉葉っっぱぱにに残残さされれたた虫虫のの生生きき様様　　〜〜２２億億年年以以上上前前のの化化石石かからら
わわかかっったたととああるる昆昆虫虫のの生生活活〜〜
福井県立恐竜博物館　研究員　湯川　弘一
１０月９日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　山口県美祢市で採集された２億年以上前のシダの葉化石に、昆
虫の幼虫が潜って食べた痕(潜葉痕)が見つかりました。その当時の
とある昆虫の生き様を紹介いたします。

【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

62

博博物物館館セセミミナナーー
日日本本のの獣獣脚脚類類化化石石
福井県立恐竜博物館　研究員　服部　創紀
１０月３０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　世界中で恐竜化石の発見が相次ぐ中で、日本ではどのようなもの
が見つかっているのでしょうか？肉食恐竜などからなる「獣脚類」に
スポットを当て、日本での発見やその学術的意義を紹介します。

【対】一般
【申】ホームページ
９月３０日（金）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名

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
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63

博博物物館館セセミミナナーー
恐恐竜竜のの感感覚覚
福井県立恐竜博物館　研究員　河部　壮一郎
１１月２０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　恐竜たちは身の回りの情報を、どのような器官をつかってどのよう
に感じ取り、そして生きていたのでしょうか？このセミナーでは、化
石に残された情報から明らかにされてきている恐竜の感覚の世界
について読み解いていきます。

【対】一般
【申】ホームページ
１０月２０日（木）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名
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博博物物館館自自然然教教室室
閉閉館館直直前前！！特特別別教教室室：：怪怪盗盗SSかかららのの予予告告状状！！博博物物館館のの宝宝をを
守守りりぬぬけけ！！
福井県立恐竜博物館　学芸員　千秋　利弘、蘇　綾、小泉
早千穂
１１月２７日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　実習室
　怪盗Sと名乗る者から謎の予告状が届いた！博物館のとある宝を
盗みに来るという。狙われた宝とは？Sの正体とは？謎を解くカギは
すべて展示室にある！君は謎を解き、宝を守りぬけるか？

【対】一般
【申】ホームページ
１０月２７日（木）から受付
【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/

【【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
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＜＜共共催催＞＞
認認知知症症ににななりりににくくいいラライイフフススタタイイルル
敦賀市立看護大学　講師　鈴木　隆史
１１月１７日（木）１３：３０～１５：００
【会】大野市生涯学習センター　学びの里「めいりん」
　認知症について学ぶことで、明日がより元気になれる生活を目指
してみませんか。

【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

57

企企画画展展　　福福井井のの鳥鳥ととけけももののたたちち
９月９日（金）～１１月１３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
　県内に生息する野生鳥獣について、剥製を展示するとともに、人と
鳥獣が共生していくための仕組みや、自然保護センターが行ってい
る調査等について、パネルで解説します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし

58

鷹鷹匠匠　　放放鷹鷹実実演演
１０月８日(土)１０：３０～１１：３０、１４：００～１５：００
【会】福井県自然保護センター　学習広場
　日本伝統の鷹狩の技である放鷹術を行っている鷹匠が、放鷹の
実演を行います。
※荒天中止

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】不要
【料】無料
【定】なし

59

天天文文教教室室　　秋秋のの星星空空めめぐぐりり　　～～星星座座ととギギリリシシャャ神神話話～～
１０月２３日（日）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター　観察棟
　秋に見ることができる星座や天体をプラネタリウムで学習した後、
星座や天体についてより詳しい解説を聞きながら野外で星座等を、
天体望遠鏡で星雲等を観望します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
９月２３日（金・祝）～１０月２１
日（金）
※定員になり次第締切
【料】無料
【定】２０名

60

特特別別観観望望会会　　皆皆既既月月食食とと天天王王星星食食
１１月８日（火）１９：００～２１：００
【会】福井県自然保護センター　観察棟
　１１月８日は、皆既月食と天王星食を同時に観察できる日です。今
世紀最後といわれる貴重なこの日に、双眼鏡や望遠鏡を使って天
文現象を観察します。

【対】一般（中学生以下は保
護者同伴）
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１０月８日（土）～１１月６日
（日）
※定員になり次第締切
【料】無料
【定】３０名

61

博博物物館館セセミミナナーー
葉葉っっぱぱにに残残さされれたた虫虫のの生生きき様様　　〜〜２２億億年年以以上上前前のの化化石石かからら
わわかかっったたととああるる昆昆虫虫のの生生活活〜〜
福井県立恐竜博物館　研究員　湯川　弘一
１０月９日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　山口県美祢市で採集された２億年以上前のシダの葉化石に、昆
虫の幼虫が潜って食べた痕(潜葉痕)が見つかりました。その当時の
とある昆虫の生き様を紹介いたします。

【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

62

博博物物館館セセミミナナーー
日日本本のの獣獣脚脚類類化化石石
福井県立恐竜博物館　研究員　服部　創紀
１０月３０日（日）１４：００～１５：３０
【会】福井県立恐竜博物館　研修室
　世界中で恐竜化石の発見が相次ぐ中で、日本ではどのようなもの
が見つかっているのでしょうか？肉食恐竜などからなる「獣脚類」に
スポットを当て、日本での発見やその学術的意義を紹介します。

【対】一般
【申】ホームページ
９月３０日（金）から受付
【料】無料（ただし観覧料が必
要）
【定】３０名

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
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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
私私たたちちのの生生活活をを支支ええるるセセララミミッッククスス
福井工業高等専門学校　機械工学科　助教　高橋　奨
１０月１４日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　一般教育棟１階　大講義室
　「セラミックス」と聞くと茶碗や湯呑などの焼き物をイメージする人
が多いかもしれません。しかし、セラミックスは現代社会には欠かせ
ない材料となっています。ガラス、電子部品、工作機工具、生体関
連材料と様々な分野で利用され、我々の生活を支えています。本講
座では、そんな身近だけれど意外と知らないセラミックスの歴史や
特徴について紹介し、セラミックスの魅力を最新の研究事例などを
踏まえながらお話したいと思います。

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０名

66

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
研研究究開開発発をを効効率率化化すするる品品質質工工学学のの考考ええ方方
福井工業高等専門学校　機械工学科　講師　伊勢　大成
１１月１１日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　専攻科棟４階　Ｃ－ＬＡＢ
　品質工学は、社会の損失を減らし、個人の自由を増やすことを目
指し、技術的な最適条件を能率よく求める学問です。幅広い分野に
用いられている品質工学ですが、品質の定義やシステムの機能、
ばらつきの評価方法など、品質工学の特徴的な考え方について身
近な例をもとに紹介します。

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０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

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
（高専カフェ）
https://www.fukui-
nct.ac.jp/facility/arc/イベント・コ
ンテスト/cafe/
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＜＜共共催催＞＞
パパパパににななるる前前にに知知っってておおききたたいい子子育育てて講講座座　　～～親親ととししててのの
自自分分へへ～～
敦賀市立看護大学　助教　柳澤　奈美
１０月１日（土）１０：３０～１２：００
【会】敦賀市立図書館　３階研修室
　夫婦で支え合い幸せな育児生活を送るために、パパに目を向け、
パパが自信をもって親になれるよう、ママ同士、パパ同士のトークも
交え、楽しく学びます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】４０名

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

68

＜＜共共催催＞＞
「「食食」」ででつつななががるる都都とと若若狭狭　　～～「「御御食食国国」」若若狭狭おおばばままのの歴歴史史をを
ひひもも解解くく～～
福井大学　教授　門井　直哉
１０月２日（日）１０：００～１１：３０
【会】小浜市中央公民館
　古代以来、「食」を通じて都と深く結びついた若狭の地域性につい
てご講演いただきます。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】３５名

69

＜＜共共催催＞＞
ははつつららつつととししたた毎毎日日をを送送るるたためめににででききるるこことと　　～～自自分分のの体体をを
知知るるここととかからら始始ままるる健健康康づづくくりり～～
福井工業高等専門学校　教授　東　章弘
１０月２９日（土）１０：００～１１：３０
【会】小浜市今富公民館
　体力テストにより、現在の自分の体力および運動能力を確認する
とともに、健康づくりのための運動のポイントについて学びます。

【対】一般
【申】電話・メール
【料】無料
【定】３０名

70

＜＜共共催催＞＞
みみははまま土土曜曜歴歴文文講講座座
古古代代若若狭狭のの海海辺辺のの景景観観（（１１））　　～～土土器器製製塩塩かからら考考ええるる～～
（公財）愛媛県埋蔵文化財センター　専門調査員　松葉　竜
司
１０月２２日（土）１３：３０～１５：３０
【会】美浜町歴史文化館
　古代、若狭湾沿岸では活発に塩が作られ、都に納められていまし
た。学史にも名高い若狭地方の古代土器製塩研究ですが、近年の
土器製塩遺跡の発掘調査成果を踏まえながら、当地が古代社会で
果たした役割について改めて考えます。

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
【料】無料
【定】２０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

71

＜＜共共催催＞＞
命命のの大大切切ささととつつななががりりをを学学ぶぶ
福井医療大学　教授　小笹　幸子
１１月２５日（金）１０：００～１１：３０
【会】美浜町生涯学習センターなびあす
　主に６０歳以上の方を対象に、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
navi-us@town.fukui-mihama.lg.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

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
ＦＡＸ（０７７０）５２－３２２３
syougai@city.obama.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
私私たたちちのの生生活活をを支支ええるるセセララミミッッククスス
福井工業高等専門学校　機械工学科　助教　高橋　奨
１０月１４日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　一般教育棟１階　大講義室
　「セラミックス」と聞くと茶碗や湯呑などの焼き物をイメージする人
が多いかもしれません。しかし、セラミックスは現代社会には欠かせ
ない材料となっています。ガラス、電子部品、工作機工具、生体関
連材料と様々な分野で利用され、我々の生活を支えています。本講
座では、そんな身近だけれど意外と知らないセラミックスの歴史や
特徴について紹介し、セラミックスの魅力を最新の研究事例などを
踏まえながらお話したいと思います。

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０名

66

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
研研究究開開発発をを効効率率化化すするる品品質質工工学学のの考考ええ方方
福井工業高等専門学校　機械工学科　講師　伊勢　大成
１１月１１日（金）１７：３０～１８：３０
【会】福井工業高等専門学校　専攻科棟４階　Ｃ－ＬＡＢ
　品質工学は、社会の損失を減らし、個人の自由を増やすことを目
指し、技術的な最適条件を能率よく求める学問です。幅広い分野に
用いられている品質工学ですが、品質の定義やシステムの機能、
ばらつきの評価方法など、品質工学の特徴的な考え方について身
近な例をもとに紹介します。

【対】中学生以上
【申】不要
【料】無料
【定】２０～３０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

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
（高専カフェ）
https://www.fukui-
nct.ac.jp/facility/arc/イベント・コ
ンテスト/cafe/
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わわかかははくく講講座座　　特特別別展展記記念念講講演演
地地図図かからら考考ええるる若若狭狭湾湾沿沿岸岸のの港港町町
京都大学　地球環境学堂　教授　山村　亜希
１０月１６日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　若狭湾沿岸の港町の立地とかたちには、どのような共通点がある
のでしょうか。 港町を取り込んで成立した城下町には、いかなる特
徴があるのでしょうか。地図を駆使して、若狭湾沿岸の港町と城下
町の空間を考えます。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料（ただし特別展観覧
料が必要）
【定】３０名

73

わわかかははくく講講座座　　特特別別展展記記念念講講演演
戦戦国国社社会会とと港港町町小小浜浜・・敦敦賀賀
大阪公立大学大学院　文学研究科　教授　仁木　宏
１０月３０日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　戦国社会は、経済が活性化し、流通が盛んになった発展の時代で
した。こうした列島全体の動向と連動して、小浜・敦賀も興隆しまし
た。当時の日本海屈指の二つの港町について具体的に紹介しま
しょう。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料（ただし特別展観覧
料が必要）
【定】３０名

74

海海ののふふれれああいい教教室室
初初心心者者ににおおすすすすめめ！！海海釣釣りりををややっっててみみよようう
福井県釣りインストラクター連絡機構
１０月１日（土）９：３０～１２：３０
【会】福井県海浜自然センター、食見海岸
　餌のつけ方、釣れた魚の外し方など釣りの方法やマナーを学びな
がら海釣りに挑戦します。釣れた魚の名前や特徴についても知るこ
とができます。
※荒天中止

【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
【料】２００円
【定】２０名

75

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
海海水水がが流流れれここむむ湖湖　　久久々々子子湖湖でで生生ききももののををつつかかままええよようう
福井県環境アドバイザー　 小嶋　明男、武田　真澄美
１０月２日（日）９：００～１２：００
【会】久々子湖周辺（集合：美浜町総合運動公園）
　淡水と海水が混じる汽水湖の久々子湖で、生きものを捕まえて観
察します。汽水湖の特徴についても知ることができます。
※荒天中止

【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
【料】１００円
【定】２４名

76

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
三三方方湖湖ででくくららすす生生ききももののをを観観察察ししよようう
福井県立大学　海洋生物資源学部　特命教授　富永　修
１０月１５日（土）９：００～１２：００
【会】三方湖周辺（集合：福井県里山里海湖研究所　自然観
察棟）
　三方湖周辺に生息している魚やエビなどの生きものを捕まえて観
察します。三方湖にすむ外来魚についても学び、湖の生態系につい
て知ることができます。
※荒天中止

【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
【料】２００円
【定】１６名

77

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
福井県立大学　海洋生物資源学部　特命教授　富永　修
１０月１６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）
　小型の地引網やタモ網で生きものを捕まえて観察します。生きも
のの特徴や名前を知ることができます。
※荒天中止

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００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
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
https://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/

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
https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/
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78

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
フラワーデザイナーＮＦＤ　酒谷　富子
１０月２２日（土）１８：００～２０：００
【会】福井県海浜自然センター
　照明を落とした館内を回り、夜の生きものの様子を観察します。貝
殻やシーグラスを使ってハロウィンを盛り上げるクラフトも作ります。

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】２００円
【定】４０名

79

海海ののふふれれああいい教教室室
イイカカ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３０日（日）９：３０～１２：００
【会】福井県海浜自然センター
　イカの体のしくみを学んだ後に調理して試食します。

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００円、イカ１杯５００円
【定】２０名

80

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
民宿かどの　角野　惠美子
１１月６日（日）９：３０～１２：００
【会】福井県海浜自然センター
　魚を解剖して体のしくみを知ってから魚をさばいて調理します。

【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、魚１尾４００円
【定】２０名

81

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１２日（土）９：３０～１２：００
【会】はす川（集合：若狭町梅街道落合橋付近）
　三方五湖を通り、はす川へ帰ってきたサケを観察します。
※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

82

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１３日（日）①９：３０～１１：３０　②１３：００～１５：００
【会】①福井県海浜自然センター、食見海岸　②福井県海浜
自然センター
　①冬の若狭湾には多くの漂着物が打ち上げられます。初冬の海
岸を散策しながら漂着物を探します。
　②午前中の「海の宝物を調べよう！（ビーチコーミング）」で拾った
漂着物や貝殻、シーグラス、流木などを使ってアート作品を作りま
す。

【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】①１００円、②２００円
【定】各２０名

83

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
身身近近ににひひそそむむ生生ききたた芸芸術術　　珪珪藻藻をを観観察察ししよようう
福井県立大学　海洋生物資源学部　教授　佐藤　晋也
１１月２３日（水・祝）９：３０～１２：００
【会】福井県海浜自然センター
　珪藻はプランクトンの仲間です。顕微鏡をのぞけば、自然が作った
繊細なガラス細工のような珪藻を見ることができます。プレパラート
を作って珪藻を観察します。

【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
【定】２０名

84

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②②ビビギギナナーーののたためめのの探探鳥鳥会会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２６日（土）９：００～１１：３０
【会】三方湖周辺（集合：福井県立三方青年の家）
　三方湖にやってきたカモ類を中心に観察します。双眼鏡の使いか
た、見分け方のコツなどは講師が丁寧に指導します。初心者の方も
安心して参加できます。
※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】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
https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/
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わわかかははくく講講座座　　特特別別展展記記念念講講演演
地地図図かからら考考ええるる若若狭狭湾湾沿沿岸岸のの港港町町
京都大学　地球環境学堂　教授　山村　亜希
１０月１６日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　若狭湾沿岸の港町の立地とかたちには、どのような共通点がある
のでしょうか。 港町を取り込んで成立した城下町には、いかなる特
徴があるのでしょうか。地図を駆使して、若狭湾沿岸の港町と城下
町の空間を考えます。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料（ただし特別展観覧
料が必要）
【定】３０名

73

わわかかははくく講講座座　　特特別別展展記記念念講講演演
戦戦国国社社会会とと港港町町小小浜浜・・敦敦賀賀
大阪公立大学大学院　文学研究科　教授　仁木　宏
１０月３０日（日）１３：３０～１５：００
【会】福井県立若狭歴史博物館　講堂
　戦国社会は、経済が活性化し、流通が盛んになった発展の時代で
した。こうした列島全体の動向と連動して、小浜・敦賀も興隆しまし
た。当時の日本海屈指の二つの港町について具体的に紹介しま
しょう。

【対】一般
【申】電話・ホームページ
【料】無料（ただし特別展観覧
料が必要）
【定】３０名

74

海海ののふふれれああいい教教室室
初初心心者者ににおおすすすすめめ！！海海釣釣りりををややっっててみみよようう
福井県釣りインストラクター連絡機構
１０月１日（土）９：３０～１２：３０
【会】福井県海浜自然センター、食見海岸
　餌のつけ方、釣れた魚の外し方など釣りの方法やマナーを学びな
がら海釣りに挑戦します。釣れた魚の名前や特徴についても知るこ
とができます。
※荒天中止

【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
【料】２００円
【定】２０名

75

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
海海水水がが流流れれここむむ湖湖　　久久々々子子湖湖でで生生ききももののををつつかかままええよようう
福井県環境アドバイザー　 小嶋　明男、武田　真澄美
１０月２日（日）９：００～１２：００
【会】久々子湖周辺（集合：美浜町総合運動公園）
　淡水と海水が混じる汽水湖の久々子湖で、生きものを捕まえて観
察します。汽水湖の特徴についても知ることができます。
※荒天中止

【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
【料】１００円
【定】２４名

76

三三方方五五湖湖自自然然教教室室
三三方方湖湖ででくくららすす生生ききももののをを観観察察ししよようう
福井県立大学　海洋生物資源学部　特命教授　富永　修
１０月１５日（土）９：００～１２：００
【会】三方湖周辺（集合：福井県里山里海湖研究所　自然観
察棟）
　三方湖周辺に生息している魚やエビなどの生きものを捕まえて観
察します。三方湖にすむ外来魚についても学び、湖の生態系につい
て知ることができます。
※荒天中止

【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
【料】２００円
【定】１６名

77

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
福井県立大学　海洋生物資源学部　特命教授　富永　修
１０月１６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）
　小型の地引網やタモ網で生きものを捕まえて観察します。生きも
のの特徴や名前を知ることができます。
※荒天中止

【対】一般（小学生以下保護
者同伴）
【申】電話・ホームページ・来
館
【料】１００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
ＦＡＸ（０７７０）５６－４５１０
https://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/

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
https://fcnc.pref.fukui.lg.jp/
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85

エエアアーーププラランンツツののハハンンギギンンググババススケケッットト
１０月８日（土）１３：００～１４：００
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
　プリザーブド＆アーティフィシャルフラワーを使って、アンティーク調
に仕上げます。エアープランツのスローな成長をお楽しみください。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
【料】８００円
【定】８名

86

ハハロロウウィィンンだだ！！フフララワワーーアアレレンンジジメメンントト教教室室
１０月９日（日）、１０日（月・祝）１０：３０～１１：３０
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
　ハロウィンをイメージしたフラワーアレンジメントです。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
【料】1,500円
【定】各日１２名

87

近近世世俳俳諧諧関関係係資資料料展展
９月１３日（火）～１０月１６日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　２階展示室
　博物館で所蔵する『おくのほそ道』縁の資料や俳諧関係資料を紹
介します。
　また、松原神社の例祭に合わせて「武田耕雲斎遺品展」を同時開
催します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

88

敦敦博博江江戸戸絵絵画画　　－－みみんんななのの推推ししココレレククシショョンン－－
９月１３日（火）～１０月１６日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　３階展示室
　敦賀市立博物館（敦博－とんぱく－）では、土佐派・狩野派から円
山四条派・岸派まで、江戸時代に活躍した画家たちの作品を多く所
蔵しています。今回のコレクション展では、当館所蔵の江戸絵画の
中から特に人気の高い作品をセレクトして展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

89

特特別別展展　　敦敦賀賀藩藩物物語語
１０月２０日（木）～１２月４日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　２・３階展示室
　江戸時代の中頃、越前国敦賀郡の一部に幕府有数の譜代大名で
あった小浜藩の支藩が誕生しました。敦賀湾沿岸の丸い山の麓に
陣屋が置かれたため、鞠山（まりやま）藩と通称されたこの藩は幕
末まで存続し、最後はほんの短期間公式に「敦賀藩」と呼ばれ、近
代に消滅します。この「敦賀藩」について県内外の資料を通して紹
介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

90

みみははまま土土曜曜歴歴文文講講座座
第第１１回回講講座座　　道道端端のの石石造造物物をを見見てて歩歩くくⅦⅦ　　～～高高島島市市をを巡巡るる２２
～～（（ババスス））
高島歴史民俗資料館　学芸員　白井　忠雄
１０月８日（土）９：３０～１２：００
【会】滋賀県高島市内（集合・解散：美浜町役場駐車場）
　高島市域の石造物をめぐる現地探訪を行います。バスによる移動
です。
※少雨決行（荒天中止）

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１０月７日（金）まで
【料】無料
【定】１５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

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

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　
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令令和和
れいわ

４４年年度度
ねんど

後後期期
こうき

武武道道
ぶどう

学学園園
がくえん

  
武武道道
ぶどう

ををややろろうう！！！！  

4400回回
かい

ココーースス：：柔柔道道
じゅうどう

・・剣剣道道
けんどう

・・空空手手道道
からてどう

・・ななぎぎななたた夜夜
よる

  

2200回回
かい

ココーースス：：弓弓道道
きゅうどう

昼昼
ひる

・・弓弓道道
きゅうどう

夜夜
よる

・・弓弓道道
きゅうどう

小小学学生生
しょうがくせい

  

ななぎぎななたた昼昼
ひる

・・銃銃剣剣道道
じゅうけんどう

・・相相撲撲
すもう

  

1100月月22日日（（日日））～～33月月1199日日（（日日））  

※※弓弓道道
きゅうどう

教教室室
きょうしつ

はは99月月11日日（（木木））～～1111月1199日日（（土土））  

会場
かいじょう

：福井
ふくい

県立
けんりつ

武道館
ぶどうかん

 

対象
たいしょう

：小学
しょうがく

1年生以上
ねんせいいじょう

（弓道教室
きゅうどうきょうしつ

は小学
しょうがく

5年生以上
ねんせいいじょう

） 

定員
ていいん

：各教室
かくきょうしつ

によって異
こと

なる 

40回
かい

コース6,280円
えん

、20回
かい

コース3,140円
えん

、 

スポーツ安全
あんぜん

保険料
ほけんりょう

（中学生
ちゅうがくせい

以下
いか

800円
えん

、高校生
こうこうせい

以上
いじょう

 

1,850円
えん

、65歳
さい

以上
いじょう

1,200円
えん

）、手数料
てすうりょう

20円
えん

 

申込
もうしこみ

：窓口
まどぐち

 

問合
といあわ

せ：福井
ふくい

県立
けんりつ

武道館
ぶどうかん

 

福井市三ツ屋町8-1-1   

TEL (0776)26-9400  FAX (0776)26-9401 

メール budoukan@pref.fukui.lg.jp 
ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/budoukan/ 

※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。 

親親子子
おやこ

ののたためめのの  

楽楽
たの

ししいいココンンササーートト♪♪  
1100月月11日日（（土土））1100時時3300分分～～1111時時3300分分  

会場
かいじょう

：仁愛
じんあい

女子
じょし

短期
たんき

大学
だいがく

 

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

：先着
せんちゃく

50名
めい

 

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：仁愛
じんあい

女子
じょし

短期
たんき

大学
だいがく

 地域
ちいき

連携室
れんけいしつ

 

 福井市天池町43-1-1 
TEL (0776)56-1133 
メール jissen@jin-ai.ac.jp 
ホームページ  
https://www.jin-ai.ac.jp/intro/openclass.php 

子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ

  
親親子子

おやこ

でで化化石石
かせき

ののレレププリリカカををつつくくろろうう！！  
1100月月22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 

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 

走走行行
そうこう

制制御御
せいぎょ

ロロボボッットトをを用用
もち

いいてて  

制制御御
せいぎょ

ににつついいてて学学
まな

ぼぼうう  
1100月月88日日（（土土））1100時時3300分分～～1122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

6号館
ごうかん

1階
かい

 プロジェクトルーム 

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

  定員
ていいん

：3組
くみ

6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・メール 

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/ 

圧圧電電
あつでん

素素子子
そし

をを用用
もち

いいたた  

力力学学的的
りきがくてき

環環境境
かんきょう

発発電電
はつでん

  
1100月月88日日（（土土））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

7号館
ごうかん

4階
かい

 製図室
せいずしつ

 

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

：3組
くみ

6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・メール 

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/ 

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

85

エエアアーーププラランンツツののハハンンギギンンググババススケケッットト
１０月８日（土）１３：００～１４：００
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
　プリザーブド＆アーティフィシャルフラワーを使って、アンティーク調
に仕上げます。エアープランツのスローな成長をお楽しみください。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
【料】８００円
【定】８名

86

ハハロロウウィィンンだだ！！フフララワワーーアアレレンンジジメメンントト教教室室
１０月９日（日）、１０日（月・祝）１０：３０～１１：３０
【会】園芸ＬＡＢＯの丘
　ハロウィンをイメージしたフラワーアレンジメントです。

【対】一般（小学生以下は保
護者同伴）
【申】ＦＡＸ・メール
【料】1,500円
【定】各日１２名

87

近近世世俳俳諧諧関関係係資資料料展展
９月１３日（火）～１０月１６日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　２階展示室
　博物館で所蔵する『おくのほそ道』縁の資料や俳諧関係資料を紹
介します。
　また、松原神社の例祭に合わせて「武田耕雲斎遺品展」を同時開
催します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

88

敦敦博博江江戸戸絵絵画画　　－－みみんんななのの推推ししココレレククシショョンン－－
９月１３日（火）～１０月１６日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　３階展示室
　敦賀市立博物館（敦博－とんぱく－）では、土佐派・狩野派から円
山四条派・岸派まで、江戸時代に活躍した画家たちの作品を多く所
蔵しています。今回のコレクション展では、当館所蔵の江戸絵画の
中から特に人気の高い作品をセレクトして展示します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

89

特特別別展展　　敦敦賀賀藩藩物物語語
１０月２０日（木）～１２月４日（日）１０：００～１７：００
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
【会】敦賀市立博物館　２・３階展示室
　江戸時代の中頃、越前国敦賀郡の一部に幕府有数の譜代大名で
あった小浜藩の支藩が誕生しました。敦賀湾沿岸の丸い山の麓に
陣屋が置かれたため、鞠山（まりやま）藩と通称されたこの藩は幕
末まで存続し、最後はほんの短期間公式に「敦賀藩」と呼ばれ、近
代に消滅します。この「敦賀藩」について県内外の資料を通して紹
介します。

【対】一般
【申】不要
【料】３００円（高校生以下は
無料）
【定】なし

90

みみははまま土土曜曜歴歴文文講講座座
第第１１回回講講座座　　道道端端のの石石造造物物をを見見てて歩歩くくⅦⅦ　　～～高高島島市市をを巡巡るる２２
～～（（ババスス））
高島歴史民俗資料館　学芸員　白井　忠雄
１０月８日（土）９：３０～１２：００
【会】滋賀県高島市内（集合・解散：美浜町役場駐車場）
　高島市域の石造物をめぐる現地探訪を行います。バスによる移動
です。
※少雨決行（荒天中止）

【対】一般
【申】電話・ＦＡＸ・メール
１０月７日（金）まで
【料】無料
【定】１５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

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

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　
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子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ

  

砂砂
すな

のの小小
こ

びびんんををつつくくろろうう！！  
1111月月1133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（10月13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/ 
 

AAuuttuummnn  EEnngglliisshh  CCaammpp  
～～自自然然

しぜん

のの中中
なか

でで英英語語
えいご

をを学学
まな

ぼぼうう！！～～  
1100月月1155日日（（土土））99時時3300分分～～1122時時  

会場
かいじょう

：仁愛
じんあい

女子
じょし

短期
たんき

大学
だいがく

 

対象
たいしょう

：小学
しょうがく

1～3年生
ねんせい

の親子
おやこ

  定員
ていいん

：先着
せんちゃく

10組
くみ

 

料金
りょうきん

：1人
ひと

1,000円
えん

  申込
もうしこみ

：ホームページ 

問合
といあわ

せ：仁愛
じんあい

女子
じょし

短期
たんき

大学
だいがく

 地域
ちいき

連携室
れんけいしつ

 

 福井市天池町43-1-1 
TEL (0776)56-1133 
メール jissen@jin-ai.ac.jp 
ホームページ https://www.jin-ai.ac.jp/intro/openclass.php 

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

をを当当
あ

ててるる  
1100月月1166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

：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 

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/ 

子子
こ

どどもも工工作作
こうさく

教教室室
きょうしつ

  
ゴゴムムははんんここでで恐恐竜竜

きょうりゅう

ハハンンカカチチををつつくくろろうう！！  
1100月月2233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（9月23日（金・祝）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/ 

目目指指
めざ

せせ！！未未来来
みらい

のの  

レレススキキュューーロロボボッットト研研究究者者
けんきゅうしゃ

  
1100月月2299日日（（土土））1100時時3300分分～～1122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

6号館
ごうかん

3階
かい

 304/305 CAD室
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

 

定員
ていいん

：15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・メール 

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/ 

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

  

よよみみががええるる恐恐竜竜
きょうりゅう

時時代代
じだい

のの貝貝
かい

のの模模様様
もよう

  

－－発発掘掘
はっくつ

現現場場
げんば

のの貝貝
かい

化化石石
かせき

ははどどんんなな模模様様
もよう

？？  
1111月月66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6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/ 

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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      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      

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  

休休館館日日  

◆◆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））  

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  
「「MMaayyuu（（ママユユ））  

              ～～ココココロロのの星星～～  」」  

  第第１１回回  1144::0000～～1166::0055  

  第第２２回回  1188::3300～～2200::3355  

休休館館日日  

休休館館日日  

◆◆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））  

●●ゆゆううああいいシシアアタターー④④  
「「MMaayyuu（（ママユユ））  

              ～～ココココロロのの星星～～」」  

  第第３３回回  1100::0000～～1122::0055  

  第第４４回回  1144::0000～～1166::0055  

◆◆こここころろのの相相談談    

        1133::0000～～1166::0000  

◆◆法法律律相相談談  1133::0000～～1166::0000  ◆◆法法律律相相談談  1133::0000～～1166::0000  

◆◆創創業業相相談談    99::0000～～1166::4455  

休休館館日日  

〇〇((●●))ふふるるささとと未未来来講講座座  

＜＜芸芸術術・・文文化化＞＞  

「「全全線線開開業業１１００００周周年年  

小小浜浜線線のの魅魅力力とと楽楽ししみみ方方」」  

          1133::3300～～1155::0000  

◆◆創創業業相相談談    99::0000～～1166::4455  

（（ススポポーーツツのの日日))  

★★新新米米パパパパ・・ママママ応応援援講講座座      

「「わわがが子子へへのの絵絵本本のの読読みみ聞聞  

    かかせせとと美美術術館館たたんんけけんん」」              

  県県立立美美術術館館  99::3300～～1111::0000  

★★女女性性リリーーダダーー  

          ササポポーートト講講座座  

「「上上司司もも部部下下ももwwiinn--wwiinn  

『『育育成成面面談談』』ススキキルルをを手手  

  にに入入れれるる」」  

            1133::3300～～1166::0000  

★★指指導導者者養養成成講講座座  

「「パパーートトナナーーシシッッププ制制度度・・    

  フファァミミリリーーシシッッププ制制度度  

  ととはは」」  

            1133::3300～～1155::0000  

１０月 講演・講座一覧 

※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))……若若狭狭会会場場でで同同時時配配信信あありり  

  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((●●))……福福井井会会場場でで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 

若狭図書 

学習センター 

図書フロア休み 

フレンドリー 
バス運休日 

若狭図書 

 学習センター 

開館日  



 福井ライフ・アカデミーニュース

講演・講座のご案内
福井ライフ・アカデミーニュース

講演・講座のご案内
福井ライフ・アカデミーニュース

講演・講座のご案内

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）

2022

1010
October

2022

まなびぃネットふくい で検索を！
講座の情報は

福井ライフ・アカデミー主催講座

 ユー・アイ ふくい
○ゆうあいシアター
　「Mayu （マユ）～ココロの星」

 若狭図書学習センター
○全線開業100周年
　小浜線の魅力と楽しみ方

 いつ
でも、 どこでも、 だれでも生涯学

習 いつ
でも、 どこでも、 だれでも生涯学

習

福井ライフ・アカデミー本部
写真：おおい町　若州一滴文庫　本館

福井ライフ・アカデミー本部
写真：おおい町　若州一滴文庫　本館


