
１／１８○水  10:00～11:00 

定年後のマネープランについて、資産 
運用、相続などを分かりやすく紹介。 

【講師】福井銀行営業支援グループ本部 
渉外チーム 山口淳子氏 
（社会保険労務士、一級ファイナンシャル・ 

プランニング技能士） 【定員】２０名 
 
 
 
図書館職員と一緒に、みんなで楽しく 
音読しましょう(^O^)      【定員】１０名 

［講座・音読教室ともに参加無料］ 
【対象】特に７０歳以上のシニア世代の方 

＠研修室 

◆シニアいきいきセミナー 

◆ティーンズコーナー 

 

 
受験に役立つ本などを特集。 

◆展示＆本の特集｢新春・暦づくし 

～名田庄・納
の

田
た

終
おい

に住んだ陰陽師・ 

土御門家
つ ち み か ど け

の暦づくり～｣ ＠閲覧室 

陰陽師・安倍晴明の子孫である土御
門家が製作してきた暦の歴史と、そ
の後各地で作られ、人々の暮らしに
暦がなじんでいく流れについて、様々
な暦の実物とパネルで紹介。 

◆白川文字学の室 

書き初めパフォーマンス 
～古代文字を大書する～ 

１／７○土  14:00～ 

新年にふさわしい一文字を、渡邉玲雲

氏（書家）が古代文字で越前和紙

（１．８ｍ×２．４ｍ大）に揮毫します。 

迫力ある大書をぜひご覧ください！ 

        ＠エントランスホール 
（白川文字学の室前） 

古代文字「合格祈願」しおり 

進呈！ 

受験生先着５００人に差し上げます。 

✪復元書斎を見学して、苦学して偉業を 

成し遂げた白川博士にあやかりましょう。 

◆いきいきライフ応援コーナー 

定年後のマネープランに役立つ本を特集。 

◆一般資料コーナー 

新たな年を迎え、スポーツや習い事に関
する本、資格紹介の本など、新たな取組
みの参考となる本を特集。 

◆医療健康コーナー特集 

 

 
全国学校給食週間（１／２４～１／３０）に
ちなみ、給食を通して食育ならびに食の
大切さを考えるきっかけとなるよう、学校
給食に関する本や資料を特集。 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

 

 
子どもといっしょに何かを学べる本や、親
子で楽しむレジャーなどの本を特集。 

１／１５○日  13:30～14:10 

平均年齢７３歳の男声合唱団による豊か
な歌声をお楽しみください♪［参加無料］ 

【出演】男声合唱団アンサンブルＧ・Ｇ 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

＠多目的ホール 

１／２２○日  14:00～14:40 

新しい年の初めに、二胡の優美な 
音色をどうぞ♪♪［参加無料］ 

【演奏】二胡サークル 二胡朋友（にことも） 

【対象】子どもから大人までどなたでも 

＠多目的ホール 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 起業を知る本、事業計画の書き方、起業

体験・事例など起業に関する本を特集し

ます。中小企業庁のパンフレットもご自由

にお取りいただけます。 【主催】公益財団法人ふくい産業支援 

センター・県立図書館 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆福井ビズカフェ in 県立図書館 

身近な事例で学ぶ事業計画書の 

ススメ 

福井県 図書館 

✤問合せ・申込先✤  県立図書館  〒918-8113 福井市下馬町５１－１１  
Tel :  0776-33-8860 / Fax : 0776-33-8861 / e-mai l :  tosyokan@pref.fukui . lg . jp  

１月の本の特集・展示・イベント 

①老後を豊かに生きるためのお金の話 
～シニアライフプランセミナー～ 

申込受付中 

②あたまイキイキ音読教室 
１／１８○水  11:15～12:15 

 

～１／29○日  

｢あきらめないで！受験生応援します｣ 

１２／２３○金～１／２５○水  

白川静博士 

しおりがなくなり次第終了 

関連特集 

受験生 
応援企画 

飲み物持参ください 

１２／２３○金～１／１８○水  

｢老後を豊かに生きるためのお金の本｣ 

関連特集 

｢新たな一歩を！｣ 

１／６○金～１／３１○火  

◆子ども室特集コーナー 

｢おしょうがつのほん｣ 
正月や干支に関する絵本、鶏（平成２９
年の干支・酉）が登場する絵本、コマ回し
やかるたなど昔遊びの本を特集。 

１２／２７○火～１／１５○日  

１／１３○金～１／２９○日  

＠子ども室 ｢親子でチャレンジ！｣ 

｢年の始めに数えてみよう！｣ 

数字がタイトルに入っている絵本・物語、数
え歌の本や数学をテーマにした絵本・物
語、算数や数学についての知識の本、もの
の数え方や単位についての本を特集。 

１／６○金～１／３１○火  

１２／２３○金～１／２５○水  

｢しあわせ元気給食｣ 

◆ライブラリーコンサート 

おかげさまで！歌っています・ 
おじさんたちのコーラス 

関連企画 

◆ライブラリーコンサート 

二胡グループ演奏会 ｢はじめの一歩！ 
図書館で起業のタネをみつけよう！｣ 

１２／２３○金～１／２５○水  

＠研修室 

１／２２○日  13:30～15:30 

 

関連行事 

要申込 

 



   ◆かがくえほんの会◆ 

１月７日（土） 15:00～ 

「びゅんびゅんごま」の工作 

（対象：３歳以上） 

     ◆えほんとかみしばいの会◆ 

１月２１日（土） 15:00～ かみしばい 

『きたかぜのくれたテーブルかけ』他（対象：２歳以上） 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

１月１４日（土）、２８日（土） 

 15:00～ えほん『まいごの 

 アンガス』他（対象：３歳以上） 

＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編  １月１５日（日）  10:00～10:30 

 【講師】図書館職員（申込不要）     

◆絵本・わらべうた編  ２月１日（水） 【講師】図書館職員 

10:00～（０歳児）、11:00～（０～２歳児）  

 ◆ベビーマッサージ編 ２月１５日（水） 10:00～10:30 

 【講師】 三嶋百合子氏（助産師） 【参加費】 ３００円（オイル代） 

【持ち物】 バスタオル等（赤ちゃんの下に敷くもの） 

                    ＠おはなしの部屋 

生活上の様々な悩みごとについての、弁護士による
無料法律相談（法律相談には一定の資力基準等が
あります。） 
【申込・問合せ先】 法テラス福井［事前電話申込制］ 

［電話：０５０-３３８３-５４７５ 

（受付時間：９：００～１７:００）］ ＠研修室 

◆ショートセミナー 図書館まるごと編 

データベースの活用法や図書館の使い方などを
テーマに、職員が講師となり、少人数で１５分程度
の説明を行います。お気軽にご参加ください。 
【対象】県民一般 各回５名 

①１／  ８○日  ｢レクシスアズワン｣       
②１／１５○日  ｢雑誌の探し方｣    11:00～11:15 

③１／２２○日  ｢福井新聞縮刷版ＤＶＤ｣  ［申込不要］  

④１／２９○日  ｢スペシャル編｣ 

１／２９○日  10:00～12:00    

撮影した写真を台紙に飾るペーパークラフト（スクラップ
ブッキング）を行います。プレゼントや思い出のまとめに
いかがですか☆ ［初心者歓迎］ 

【講 師】寺下ユン氏（福井＊カメラ女子の会代表） 

【対 象】県民一般３０名 

（小学校高学年以上、親子での参加可、先着順） 

【材料費】１，０００円 
（台紙、マスキングテープ、シール類、紙素材など） 

【持ち物】プリントした写真５，６枚程度、はさみ 

✪写真・スクラップブッキング関連の本の特集［貸出可］＠閲覧室 

◆県立図書館・永平寺町立図書館合同企画 

｢永平寺の食文化｣ 

永平寺町の伝承料理や精進料理、報恩講料

理など、食の魅力を紹介するパネル資料と関連

本を展示中。 ＠閲覧室（貸出・返却カウンター前） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊   色のついた日は休館日です。 

＊開館時間は、火～金曜日は午前９時～午後７時、土・日・祝日は午前９時～午後６時です。 

＊１月９日（月･成人の日）・２月１１日（土･建国記念の日）は開館します。 

（午前9時～午後6時） 

1 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 
 

２ 

 

月 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 
 

・ ・ ・ 1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14 

 

5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 

 

12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28 

 

19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31 ・ ・ ・ ・ 

 

26 27 28 ・ ・ ・ ・ 

 開館日カレンダー  

          １月のおはなし会    

いずれのおはなし会も、開始後の出入りはできません。ご了承ください。≪参加無料≫ 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

１／１９○木  14:00～16:00 

◆無料法律相談会 

＠調査・相談カウンター横 

＠多目的ホール 

◆ハッピーカメラ講座 

 ～スクラップブッキング編～ 
１/６(金)～ 
申込受付 

要申込 

要申込 

～１／９○月・○祝  


