
※講師のご都合や気象等諸事情により内容や日時の変更をする場合がございます。ご了承ください。

特別講座

会場：文化センター 小ホール

ワークショップ１
「紙芝居を

楽しく作ってみよう！」

日時：８月３日（土）

午後１時３０分～３時３０分

ワークショップ２
「絵本を

楽しく作ってみよう！」

日時：８月４日（日）

午前１０時～１２時

講師：長野 ヒデ子氏 絵本作家・紙芝居作家

【お問合せ・お申し込み先】

越前市生涯学習センター

〒９１５－００７４ 越前市蓬莱町８－１０ 市役所分庁舎１階

ＴＥＬ：０７７８－２２－３００５ ＦＡＸ：０７７８－２２－９１７４

ＭＡＩＬ：center@city.echizen.lg.jp

Ｈ Ｐ ：http://www.city.echizen.lg.jp/office/090/070/index.html

開講式特別講演

日時：５月２５日（土）
午後１時３０分～３時３０分

会場：生涯学習センター今立分館
（岡本公民館 定友町１０－２－２）

事前に申し込んでください
（当日参加も可能です）

【中川 直美氏プロフィール】

長年にわたり宮中で看護師長
として医療に従事（皇太后宮織、
東宮職、三笠宮家）。東日本大
震災後は、福島県いわき市にて
避難住民の健康支援を行う。現
在は、東京と福井を拠点に、和
文化教養塾「和yawaragi塾」を
主宰。小笠原流礼法師範、元福
井赤十字病院看護師長、福井県
出身。

入場無料

☆ 公共交通機関のご利用、乗り合わせのご協力をお願いいたします。



おもしろ歴史回廊
日程 内容 会場 講師

４月１３日（土） 年号の歴史 ～どのように決めら

れ、どう伝えられるのか～

※あいぱーく今立連携講座

あいぱーく今立

多目的ホール
吉野 健一氏

京都府立丹後郷土資料館学芸員

６月１５日（土） 小丸城から戦国時代の山城を考

える（仮題）

福祉健康センター

多目的ホール

南 洋一郎氏

郷土史研究家、中世考古学研究家

９月１４日（土） 越前和紙と出版（仮題）

※あいぱーく今立連携講座

あいぱーく今立

多目的ホール

中川 智絵氏

紙の文化博物館学芸員

１０月１９日（土） 越前狛犬について 文化センター

小ホール

井上 一稔氏

同志社大学 教授

１２月 ７日（土） 明智光秀公と西教寺（天台真盛宗

総本山）－越前滞在を縁として－

※あいぱーく今立連携講座

あいぱーく今立

多目的ホール

蜂谷 真勝氏

天台眞盛宗総本山西教寺社会部長、

越前市法徳寺住職

ふるさと語り部講座
日程 内容・定員 集合場所 講師

５月１１日（土）

午前９時～１２時半

ふるさとめぐり①～坂口地区～

定員：２５名 ※坂口公民館共催

AWIアリーナ前

バス移動
四本木 久雄氏 さかのくち案内人

６月２９日（土）

午前９時～１２時

ふるさとめぐり②～白山地区～

定員：２５名

AWIアリーナ前

バス移動
堀江 実夫氏 しらやま案内人

７月 ６日（土）

午前９時～１２時半

ふるさとめぐり③～北日野地区～

定員：２０名 ※北日野公民館共催

AWIアリーナ前

バス移動
土田 信義氏 きたひの案内人

９月２８日（土）

午前９時～１１時半

ふるさとめぐり④～北新庄地区～ 北新庄公民館

徒歩移動
未定

１１月１６日（土）

午前９時～１１時半

ふるさとめぐり⑤～神山地区～ 神山公民館

徒歩移動
未定

自 然 塾

※講師のご都合や気象等諸事情により内容や日時の変更をする場合がございます。ご了承ください。

日程 内容 会場 講師

５月 ９日（木） 「食育の祖・石塚左玄に学ぶ」

①食とは何か？日本人に合った

食生活とは？

②福井県出身石塚左玄を知る

③石塚左玄の訓え

文化センター

小ホール

岩佐 勢市氏

NPO法人ﾌｰﾄﾞﾍﾙｽ石塚左玄塾理事
長、ふくいの食育リーダー

６月 ６日（木）

１０月１０日（木）

５月１６日（木）
「ほどほど養生」

季節と自分を知り、

からだを整える

定員：３０名

文化センター 「養生デザイン」

山中 雄大氏 理学療法士

青木 優加氏

漢方上級スタイリスト、養生薬膳

アドバイザー

７月１８日（木） あいぱーく今立

９月１９日（木） 福祉健康センター

対象：福井県在住の方 参加費・内容等詳細はお問い合わせください

開催時間：全５回すべて、午後１時半～３時

開催時間：全６回すべて、午後１時半～３時

親子でわくわく子ども教室（小学生とその保護者対象）
日程 内容

夏休み期間中随時 親子で一緒にわくわくできる、野外体験や調理実習、工作など企画中

夏休み前に小学校を通じてチラシを配布予定



家庭菜園ビギナーズ（初心者対象）
日程 内容 会場 講師

４月１６日（火） 春野菜の準備と播種
文化センター

小ホール

大門 優氏

福井県地域農業支援員

（丹南地区担当）
５月２１日（火） 夏野菜の管理

６月 ８日（土） 家庭菜園の雑草管理について

～憎たらしいけど

意外と可愛い雑草たち～

※福井ライフ・アカデミー共催講座

※あいぱーく今立連携講座

あいぱーく今立

多目的ホール

水口 亜樹氏

福井県立大学 准教授

７月 ９日（火） 秋野菜の準備と播種 文化センター

小ホール

大門 優氏

福井県地域農業支援員

（丹南地区担当）

９月 ３日（火） 秋冬野菜の管理 福祉健康センター

多目的ホール

１０月 １日（火） 越冬野菜の播種と定植 文化センター

小ホール１１月 ５日（火） 越冬前の管理

３月 ３日（火） 土づくり 生涯学習センター

（予定）

ＩＴ講座（初心者対象）
日程 内容 会場 講師

１月～２月頃

（各４回）

「はじめてのパソコン」、「はじめて

のワード」、「はじめてのエクセル」
生涯学習センター

（予定）

松下 恵子氏

パソコン講師
２月頃（３回） はじめてのスマホ・タブレット

地域サポーター講座

短 期 講 座

日程 内容 会場 講師

２月２０日（木） 子どもの放課後活動と

地域コミュニティ(仮題)
※福井ライフ・アカデミー共催講座

生涯学習センター

（予定）

加藤 まどか氏

福井県立大学 准教授

随時（５回） マチビト発見

～こんな人生もいいんじゃない～
未定 地域で活躍する若者など予定

日程 内容 会場 講師

１１/１２・１９・２６・１２/３

（火）午後１時半～３時

エッセイのい・ろ・は

※あいぱーく今立連携講座

あいぱーく今立 山下 裕己氏

福井新聞特別論説員

３/４・１１・１８・２５

（水）午後１時半～３時

エンジョイ・オペラ！

～オペラとの出会い～

生涯学習センター

（予定）

田中 良幸氏

元産経新聞記者

※講師のご都合や気象等諸事情により内容や日時の変更をする場合がございます。ご了承ください。

開催時間：全８回すべて、午後１時半～３時

特別講座
日程 内容 会場 講師

３月１５日（日）

午後１時半～３時

「アメリカの深層」～大統領選挙と

日米関係のゆくえ～（仮題）

※福井ライフ・アカデミー共催講座

生涯学習センター

（予定）

島田 洋一氏

福井県立大学 教授



ゆうす・くらす（青年講座）
日程 内容 会場 講師

６／１２・１９ （水）

午後7時半～９時

大人も楽しい！世界のボードゲー

ム体験講座（２回）

文化センター 川口 洋一郎氏

越前市在住ボードゲームデザイナー

６/１・９/７・１０/１２（土）

午前１０時～１２時

癒しの森でモーニング・ヨガ！

※八ッ杉森林学習センター連携講座

八ッ杉森林学習

センター

Ryusuke氏
ヨガ・インストラクター

他にも、いろいろと企画中です。ご期待ください。

越前市生涯学習リーダーバンクには、専門的な知識と技能を有したさまざまな

ジャンルの個人又はグループが、指導者として登録しています。

公民館活動や地域のグループ活動といった生涯学習の場で、教えてくれる人を探

しているという方に講師・指導者を紹介しています。お気軽にお問合せ下さい。
講師料

無料

利用方法 １．越前市生涯学習リーダーバンクで探す
講師の紹介などは、生涯学習センターでおこなっています。

２．生涯学習センターに確認する
リーダーバンク派遣の了承を得てください。予算終了・審査基準に満たない場
合は、お断りする場合があります。

３．講師（リーダーバンク登録者）へ直接連絡
日程・内容などの調整をしてください。

４．越前市生涯学習リーダーバンク出前講座申込書の提出

５．講座の実施

６．越前市生涯学習リーダーバンク出前講座実施報告書の提出

対 象 公民館、各グループ・団体、各幼稚園・保育園・小中学校など

【お問合せ・お申し込み先】

越前市生涯学習センター

〒９１５－００７４ 越前市蓬莱町８－１０ 市役所分庁舎１階
ＴＥＬ：０７７８－２２－３００５ ＦＡＸ：０７７８－２２－９１７４
ＭＡＩＬ：center@city.echizen.lg.jp
Ｈ Ｐ ：http://www.city.echizen.lg.jp/office/090/070/index.html

仁愛大学連携講座（仁愛大学公開講座）
日程 内容 会場 講師

７月２７日（土）

午後１時半～３時

煮干しの心臓ってどれ？

～煮干しとイワシの比較解剖～

仁愛大学 Ｇ４０５

科学実験室

西出 和彦氏

仁愛大学 教授

公開講座は、後期にも予定しています。随時広報に掲載します。

【仁愛大学公開講座に関するお申込み・お問合せ先】
仁愛大学 TEL：0778-27-2010 FAX：0778-27-1990

〒915-8586 越前市大手町３－１－１

受付開始
４月８日（月）


