
【お問合せ・お申し込み先】

越前市生涯学習センター

〒９１５－００７１ 越前市府中一丁目１３－７ 越前市役所西棟内
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

令和２年度 開 講 式

☆ 駐車場には限りがございますので、お車でお越しの際は、武生北パーキング（アル・プラザ駐車場）をご利用ください。
☆ 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。
☆ 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。

特別講演（教養講座）

日時 令和２年５月２４日（日）午後１時３０分～３時３０分

会場 生涯学習センター eホール（多目的ホール）

協力：武生高校同窓会実行委員会

講師 松澤 巧氏

越前市ご出身

味の素株式会社
執行役員人事部長

武生西小学校
武生第一中学校
武生高校

ご卒業です！

まつざわ たくみ

定員 ２００人 （申込必要、当日参加も可能）

参加費

無料



おもしろ歴史回廊
日程 内容 会場 講師

４月２５日（土） 「自在女」と「解雷ヶ清水」伝説

～渡来の多様性を巡る人・伝承～

生涯学習センター

eホール

塩瀬 博子氏

学術博士（日本民俗学会会員）

６月１３日（土） １５０年前の幸せさがし～橘曙覧の

生き方と独楽吟に学ぶ～

内田 好美氏

福井市橘曙覧記念文学館学芸員

７月１１日（土） 中世越前について～斯波氏・鞍谷

氏・朝倉氏を中心に～（仮）

木下 昌規氏 大正大学 講師

※越前市は、大正大学と包括的地域

連携に関する協定を結んでいます。

１１月１４日（土） 越前市の仏像（仮）

※あいぱーく講座連携

あいぱーく今立

多目的ホール

藤川 明宏氏

福井市文化財保護課学芸員

１２月１９日（土） 新一万円札の顔・渋沢栄一と福井

の関わり～鉄道を中心に～（仮）

生涯学習センター

eホール

小谷 正典氏

福井工業大学 講師

ふるさと語り部講座
日程 内容・定員 集合場所 講師

５月 ９日（土）

午前９時～１２時

ふるさとめぐり①～南中山地区～

定員：２５名 ※南中山公民館共催 AW-Iアリーナ

バス専用駐車場

バス移動

みなみなかやま案内人（未定）

６月 ６日（土）

午前９時～１２時

ふるさとめぐり②～吉野地区～

定員：２５名 ※吉野公民館共催
よしの案内人 藤田 辰男氏

６月２７日（土）

午前９時～1２時

ふるさとめぐり③～服間地区～

定員：２５名 ※服間公民館共催
ふくま案内人（未定）

９月 ５日（土）

午前９時～１２時

ふるさとめぐり④～武生西地区～

定員：２５名

AW-Iアリーナ前

徒歩移動
未定

１１月 ７日（土）

午前９時～１２時

ふるさとめぐり⑤～粟田部地区～

定員：２５名 ※花筐公民館共催

AW-Iアリーナ

バス専用駐車場

バス移動

あわたべ案内人（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

６月１８日（木）

午後２時～３時半
ほどほど養生・春夏秋冬

～季節に合わせた心身の調え～

定員：４０名

※11/12の回は、

あいぱーく講座連携

生涯学習センター

eホール
「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

９月１７日（木）

午後２時～３時半

１１月１２日（木）

午後２時～３時半

あいぱーく今立

多目的ホール

３月１８日（木）

午後２時～３時半

生涯学習センター

eホール

１０月 ４日（日）

午前９時半～１２時半

秋のきのこ観察会 定員：３０名

※八ﾂ杉森林学習センター連携講座

八ﾂ杉森林学習セ

ンター

笠原 英夫氏

きのこアドバイザー

６月 ４日（木）

午後２時～４時

伝承料理シリーズ①～豆腐～

定員：１６名

生涯学習センター

調理室

久保田 桐子氏

豆腐マイスター、上級麹師、

フードコーディネーター
７月１６日（木）

午後２時～４時

伝承料理シリーズ②～麹～

定員：１６名

１２月 ５日（土）

午前１０時～１２時
伝承料理シリーズ③～出汁～

定員：１６名

水嶋 昭代氏

だしソムリエ認定講師、

野菜ソムリエPro

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



家庭菜園講座（中級）
日程 内容 会場 講師

４月 ７日（火） 春野菜の準備と播種

生涯学習センター

e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１９日（火） 夏野菜の管理

７月 ７日（火） 秋野菜の準備と播種

９月 １日（火） 秋冬野菜の管理

１０月 ６日（火） 越冬野菜の播種と定植

１１月１０日（火） 越冬前の管理

※あいぱーく講座連携

あいぱーく今立

多目的ホール

３月 ２日（火） 土づくり 生涯学習センター

eホール

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

視聴覚室

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
日程 内容 会場 講師

随時（５回） マチビト発見

～こんな人生もいいんじゃない～

生涯学習センター

など

地域で活躍している若者

２月１７日（水）

午後１時半～３時

アンガーマネジメント講座

～「怒り」のコントロール～（仮）

生涯学習センター

eホール

加藤 裕美氏

アンガーマネジメント・ワークライフ

バランスコンサルタント

※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７回すべて、午後１時半～３時 定員：１２０名

教養講座
日程 内容 会場 講師

９月２６日（土）

午後１時半～３時

白川文字で読む『論語』（仮）

生涯学習センター

eホール

安田 登氏

能楽師、福井県白川文字学ゼミ

講師

１０月１０日（土）

午後１時半～３時

日系ブラジル人と音楽の歴史

（仮）

細川 周平氏

国際日本文化研究センター 教授

３月１３日（土）

午後１時半～３時

豆本の愉しみ（仮） 膽吹 覚氏

福井大学 准教授

★ ご注意 ：前年度から引き続いて受講をご希望の方も、必ずお申込みください。登録制ではありません。

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、工作など企画中です。

夏休み前に、小学校を通じてチラシを配布します。



ゆうす・くらす（青年講座）

日程 内容 会場 講師

5/14、6/11､7/9（木)

午後7時半～9時

リラックス・ヨガ

定員：３０名

生涯学習センター

和室

八尋 絵里子氏

リーダーバンク講師、ﾖｶﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

通年（随時） 他にも、生活に彩りを添えてくれるような、愉しくて、ちょっと為になる講座を企画中です。

詳しくは、各地区公民館・図書館・文化センターなどに、配布するチラシをご覧ください。

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

〒９１５－００７１ 越前市府中一丁目１３－７ 越前市役所西棟内

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１８日（土）

午後1時半～３時

「私たちは、たったひとつの卵から始まった！」

対象：親子（小3以上）、一般 定員：先着３６名

※親子でわくわく子ども教室共催

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、他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６日（月）


