
講座・イベント・募集情報

ふくい

info

福井ライフ・アカデミー講座 こ
きユー・アイふくい（福井市下六条町）

日本の伝統を次世代につなぐ
～これからの時代に目指すべき豊かさとは～
9月8日（火）14時～15時30分

し講師/㈱和える代表取締役  矢島里佳さん

集団の賢さと愚かさ
9月11日（金）14時～15時30分

し講師/仁愛大学人間学部心理学科

准教授  山本雅代さん

え各日先着60名　あ各開催日の前日まで

い福井ライフ・アカデミー本部

　☎0776-41-4206  FAX41-4201

歴史や伝統に培われた町並みなど、｢ふるさ

と｣を感じさせる景観を｢福井ふるさと百景｣

として選定し、写真で紹介するガイドブック

を作成しました。県民の皆さんから公募した

写真も掲載。県内25書店で発売中です。

け1000円

い文化課  ☎0776-20-0572   FAX20-0661

福井県ジュニア司書養成講座 こ
①9月20日 (日）、10月3日(土)、10日(土）、17

日(土）②10月24日（土）、31日（土）、11月7日

（土）、14日（土）

各回9時30分～12時15分

き①県立図書館（福井市下馬町）

　②若狭図書学習センター（小浜市南川町）

し図書館の仕事を体験する講座を行います。

受講者は「福井県ジュニア司書」に認定しま

す。各会場とも4回連続の講座です。

く小学4～6年生　え各会場先着15名

い生涯学習・文化財課

　☎0776-20-0559  FAX20-0672

『ふくい「道の駅」ぐるっとスタンプラリー』

令和３年2月28日（日）まで

し福井県内の「道の駅」において、飲食や商品購入でスタンプゲット。

3駅以上まわってスタンプを集めると抽選で豪華賞品が当たります。

い道路保全課   ☎0776-20-0514  FAX20-0478

「福井ふるさと百景」ガイドブック発売中

8月29日（土）～12月25日（金）

し全国リーグなどで活躍する県内

5チームを「ふくい県民応援チー

ム」として委嘱しました。「侍ジャパ

ン」のような愛称を募集します。ま

た、試合を観戦した回数や組み合

わせに応じてプレゼントが当たる

スタンプラリーも開催。

い福井県スポーツまちづくり

　推進機構（スポーツ課）　

　☎0776-20-0747

　FAX20-0664

「ふくい県民応援チーム」愛称募集と
観戦スタンプラリー開催！！

くらしの基本セミナー こ　

9月8日（火）～11月17日（火）の火曜日（全10回）

10時～11時30分

しコロナ禍の生活術、消費者トラブル、食の安

全・安心、SDGｓ、防災・減災の知恵など、くら

しに関する基礎知識の講義と演習を行う消費

者教育の担い手養成講座です。※「Zoom」を

使ったオンライン講座です。

え先着20名

あ8月31日（月）まで

詳しくは

い（公社）ふくい・くらしの研究所

　☎0776-52-0626  FAX52-0660

福井県  くらしセミナー

詳しくは

こちら

　今年７月、２０年後の福井県の目指す姿を描く「福井県長期ビジョン」が完成しました。このコーナーでは、

「２０４０年のふくい」の姿を紹介します。

　１回目は、２０４０年の福井県の「基盤」。新しい高速交通や物流のネットワークが完成し、県内の各エリア

に交流とにぎわいが生まれています。

2040年のふくい①
日本地図を書きかえる 国土強化の新ネットワーク

新たな交流やビジネスが生まれる県境フロンティア

＜将来イメージ＞①敦賀港がスマート港湾に進化
　関西・中京からアジアへの物流を最速化。日本の一大

物流拠点になっています。

②北陸新幹線の福井・敦賀開業
　坂井エリアは関東・東北・信越からの交流拠点。多くの

観光客があわら温泉に宿泊しながら県内各地の観光ス

ポットを訪問しています。

③中部縦貫自動車道の全線開通
　中京と福井を結ぶ物流軸が完成。冠山峠道路とあわ

せ、奥越・丹南が名古屋等からの広域観光の拠点になっ

ています。

④北陸新幹線の全線開業
　嶺南は関西至近の生活圏。関西からの移住者が増え、

豊かな自然の中でスポーツや食を楽しみ健康的に生活し

ています。
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県立施設情報

ふくい

info

※各施設では、混雑時に入館制限など必要な感染予防対策を行った上で開館しています。

　各施設を利用する際は、マスクの着用やアルコールによる手指消毒など、新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。

※掲載している内容は変更や中止になる可能性があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

ふるさと文学館
三好達治生誕120年特集コーナー
9月22日（火・祝）まで
し三好達治の絶筆の詩「春の落葉」の原稿を
初公開。そのほか、昨年の新収蔵資料を紹介
します。

特集展示「加古里子と紙芝居」
10月21日（水）まで
し越前市出身の絵本作家、加古里子さんの作
品を紹介します。

芦原青年の家
北潟の魅力発見！カヌーツーリング こさ
9月27日（日）9時～12時15分
しカヌーで北潟湖を周遊し、秋の景色を楽し
みましょう。
く小学4年生以上（カヌーの経験が1回以上ある方）
え15名程度
け900円　あ9月10日(木)まで

家族でつくろう！
バウムクーヘンづくり こさ
10月3日(土)9時～、13時30分～
く小学生を含む3名以上の家族（大人2名以上必要）
え各回16組　け1800円/組
あ9月17日(木)まで

一乗谷朝倉氏遺跡資料館
講座「嶺南の越前朝倉氏」 こ
9月20日(日)14時～15時30分
し16世紀後半の越前国敦賀を中心に、嶺南と
朝倉氏のかかわりを解説します。
え先着40名

第２回特別公開展

重要文化財は語る  城下町の暮らし
11月10日(火)まで 
し昭和50年代の発掘調査で出土した品々を
紹介します。

年縞博物館
特別企画展「シマシマが語る46億年の歴史」
9月19日(土)～11月23日(月・祝)
し縄文博物館と共同開催。地層や生
物が作り出した縞模様や、日本の発
展を示す縞模様の道具などを紹介
します。9月20日（日）、21日（月・祝）
には縄文博物館、cafe縞と連携した
記念イベント「シマシマにドキドキ」
も開催します。

エンゼルランドふくい
もしもの時～あなたは子どもを

守れますか？～ こ
9月25日(金)10時30分～11時15分
し災 害 が 発 生し
た時 の 行 動や避
難 所での 生 活に
ついて話します。
タオルを使った簡
単なおむつづくり
も紹介。

こども家族館
みんなでクッキングスペシャル

「悪魔のおにぎり」 こさ
9月26日(土)、27日(日)
10時30分～12時30分

県立図書館
県立図書館deがん相談 こ
9月26日(土)10時～14時
しがん診療拠点病院の専門相談員が、がん相
談やがん関連図書、県内がん相談支援セン
ターの紹介を行います。
え16組（1組30分、先着順）

「ライブラリーステイ －図書館に

泊まって災害を学ぶ－」 こさ
10月3日(土)13時30分～4日(日)11時30分 
※1泊2日
く小学５年生～中学生　　え10名
け300円程度　　あ8月30日（日）まで

園芸LABOの丘
♡かわいい動物型のビオラの

寄せ植えづくり こさ
9月12日(土)13時30分～14時30分
し花がウサギやライオンの顔に見えるビオラ
を使って苗づくりから学びます。

え先着20組　け800円/個　
あ9月5日（土）まで
き美浜町久々子35-32-1
い☎0770-47-6162　FAX47-6163
　9時30分～17時
か8月24、31日、9月7、14、23、28日

き福井市下馬町51-11
い☎0776-33-8866　FAX33-8861
　9時～19時（土日祝は18時まで）
か8月24、27、31日、9月7、14、23、24、28日

若狭歴史博物館
特別公開

「重文鳥浜貝塚出土品  赤色漆塗櫛」
9月12日(土)～27日(日)
し国の重 要 文 化 財
に指定された鳥浜貝
塚の出土品のうち、
およそ6100年前に
作られた縄文時代の
赤 色 漆 塗 櫛を公 開
します。

き小浜市遠敷2-104
い☎0770-56-0525　FAX56-4510
　9時～17時（入館は16時30分まで）
け常設展310円（高校生以下・70歳以上無料）
か9月1～3、14、28日

自然保護センター
動物プラネタリウム
9月21日(月・祝)、22日(火・祝)  各日10時～、
11時～、13時30分～、14時30分～（各40分）
し動物の名前が付いた星座を解説します。
え各回先着10名　う中学生以下は保護者同伴

特別観望会「わくわく惑星」 こ
9月21日(月・祝)、22日(火・祝)
各日19時30分～21時30分
し望遠鏡や双眼鏡で、木星、土星、火星など惑
星を観望するほか、夏から秋に見られる星座
や星について解説します。
え各日先着40名　う中学生以下は保護者同伴

き大野市南六呂師169-11-2
い☎0779-67-1655　FAX67-1656
　9時～17時（入館は16時30分まで）
か9月7、14、23、28日

すこやかシルバー病院
認知症の疾患別治療とケア こ
9月5日（土）14時～16時
きユー・アイふくい（福井市下六条町）
し認知症の診断と治療のほか、間違えやすい状態や認知症の原因疾患に
ついて学びます。
え先着100名(座席指定)　う体調不良、体温37.0℃以上の方は入場不可
き福井市島寺町93-6　い☎0776-98-2700　FAX98-2793

こ事前申込が必要な催し　さ有料の催し　き場所・会場　し詳細・内容　く対象者　え定員　け料金　あ受付期間・方法　うその他　い問合せ・申込先　　開館時間　か8、9月の休館日

き若狭町鳥浜122-12-1
い☎0770-45-0456  FAX45-3680
　9時～17時（入館は16時30分まで）
か9月1、2、7、8、15、18、23、29日

こども歴史文化館
夏の特別展「石ものがたり」Part1
8月30日（日）まで
し和田維四郎や比企忠、市川新松など福井県が輩出し
た鉱物学者の功績を紹介します。

き福井市城東1-18-21
い☎0776-21-1500　FAX21-1501
　9時～17時（入館は16時30分まで）
か9月7、14、23、28日

ふくい健康の森（健康の森温泉）
元気長生き講座 さ
①9月12日(土)13時30分～14時30分　②9月27日(日)15時～16時
し①認知症になりにくくする方法（担当：作業療法士）②食べる時間やタイ
ミングによって変わる栄養の効果（担当：栄養士）
け温泉入浴料が必要(620円(65歳以上500円))
き福井市真栗町47-51　い☎0776-98-5801　FAX98-5804
　9時～21時※温泉利用は10時～20時30分(受付は20時まで)
か8月24、31日、9月7、14、23、28日

く乳幼児とその保護者（大人のみの参加も可）
え先着10組
き坂井市春江町東太郎丸3-1
い☎0776-51-8000　FAX51-6666
　9時30分～17時（8月は18時まで）
か9月7、14、23、28日

く家族での参加　
え先着6家族　け300円/人
きおおい町成海1-1-1
い☎0770-77-3211　FAX77-3255
　9時30分～17時（8月は18時まで）
か9月7、14、23、28日

総合グリーンセンター
緑の教室「果樹の手入れ」 こ
9月27日（日）13時30分～15時30分
し剪定と施肥のポイントについて学びます。

き福井市下馬町51-11
い☎0776-33-8860　FAX33-8861
　9時～19時（土日祝は18時まで）
か8月24、27、31日、9月7、14、23、24、28日

え先着20名
あ９月14日（月）から（平日のみ）
き坂井市丸岡町楽間15
い☎0776-67-0002　FAX67-0004
か9月7、14、23、28日

きあわら市北潟153-227
い☎0776-79-1001　FAX79-1005
か8月24、31日、9月7、14、20、21、22、28日

き福井市安波賀町4-10
い☎0776-41-2301　FAX41-2494
　9時～17時(入館は16時30分まで)
け常設展100円(高校生以下・70歳以上無料)
か9月16日

文書館
トークイベント「ゆるっトーク」 こ
9月6日(日)16時～17時
し「天然痘ワクチン
と福井の種痘」につ
いて、分かりやすく
お話しします。

講演会「“春嶽政権”と家臣たち～

長谷部甚平と由利公正を中心に～」
9月13日(日)14時～15時30分
し講師／地域史研究者  本川幹男さん
え先着50名

き福井市下馬町51-11
い☎0776-33-8890　FAX33-8891
　9時～17時
か8月24、27、31日、9月7、14、23、24、28日

恐竜博物館
恐竜博物館開館20周年記念企画展

「福井の恐竜新時代」
10月4日（日）まで
し最新の研究成果によって解き明かされつつある福井の恐竜
たちの新たな姿に迫ります。

き勝山市村岡町寺尾51-11
い☎0779-88-0001　FAX88-8700
け常設展730円（小中生260円、高大生420円）
か9月9、23日
★入館は事前予約が必要です。入館人数を制限し、
　午前と午後で入れ替えを行います。

隕石落下の層「K-Pg境界」

（神奈川県立生命の星・地球博物館提供）

陶芸館
風来窯 大屋宇一郎さんにおしえてもらう、

かわいい動物のグリーンポットつくり

リターンズ こさ
9月6日(日)10時～、
12時30分～、14時30分～
し伝統工芸士 風来窯 大
屋宇一郎さんに直接教え
てもらう大人向けの陶芸
教室。かわいらしいフォル
ムの動物のグリーンポット
を作ります。
え各回15人　け3500円

き越前町小曽原120-61
い☎0778-32-2174　FAX32-2279
　9時～17時
か8月24、31日、9月7、14、23、28日
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