
✤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  

◆モーニングライブラリーへようこそ！ 
～本が結ぶ新たな出逢い～  

参加者同士のおすすめ本紹介と、「同じ作品」の意見交換により

交流を深める読書会。ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞﾂｱｰあり（希望者）。  

✪《同じ作品》宮下奈都／著『誰かが足りない』所収の「プロロー

グ」、「予約４」・「予約５」のいずれかを事前にお読みください。

（双葉社 2011年刊、双葉文庫 2014年刊） 

【対象】本が好きな独身男女（２０～３０歳代） 各１２名程度 
【参加費】５００円（飲み物・お菓子代） ［参加無料］ 

✪申込先：県立図書館 (e-mail) tosyokan@pref.fukui.lg.jp 
  ①名前、②生年月日、③電話番号、④メールアドレス、⑤紹介本、 
⑥好きな本のジャンル を記入の上、ﾒｰﾙでお申し込みください。 

［受付期間：９/１０（日）まで］              ＠研修室 

【主催】女性活躍推進課（0776-20-0362）・県立図書館 

９／１○金～９／２７○水  

◆一般資料コーナー 

９月１８日の「敬老の日」にちなみ、高齢の著者の元気な生
き方が学べる本、シニア世代が活躍する小説、仕事や勉学
に励むシニア世代の本、ボランティア活動の本等を特集。 

 ◆シニアいきいきセミナー ９／５○火  【対象】７０歳以上 
｢あたまイキイキ音読教室｣ 

10：00～11：00 

｢人生を豊かにするライフプラン｣［参加無料］ 

11：15～12：15 
【講師】福井県金融広報委員会 金融広報ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

蒲 幸恵氏（相続診断士・ＣＦＰ○Ｒ ） 

老後の人生を自分らしくいきいきと過ごすための、様々
な生活設計に関する本を特集。 

◆いきいきライフ応援コーナー特集 

 

 

 

経験や人脈を活かしたシニア起業に役立つ本を特集。 

◆ビジネス支援コーナー特集 

 

 

【講師】横屋俊一氏（株式会社ナレッジ２１創業者、ふくい産業 

支援センター創業マネージャー） 【定員】ｼﾆｱ世代の方 １５名 

【主催】(公財)ふくい産業支援ｾﾝﾀｰ・県立図書館 

✪申込先：県立図書館カウンター、（公財）ふくい産業支援 

センター 創業・Eビジネス支援グループ 

(FAX) 0776-67-7439 

 

９／１○金～１０／４○水  

◆子ども室特集コーナー 

９月１２日の「宇宙の日」にちなみ、天文や宇宙、ロケットや 
宇宙飛行士に関する知識の本、絵本や読み物、星座にまつ
わる神話や伝説の本等を特集。 

９／２４○日  9:30～12:30 

 

◆医療健康コーナー 

◆(公財)福井県国際交流協会 連携イベント 

 

 

がんの基礎知識や予防法、治療法などに関する本を特集。 

９／２７○水  13：00～14：00 

県内のバリスタから、自宅でできるおいしいコーヒーの淹れ方のコ
ツを学びます。【講師】西 友規氏（コーヒーマイスター、バリスタ） 

【対象】県民一般 １０名程度［参加無料］ 
【持ち物】 カップ、家庭用ドリップバッグ２パック 

９／２０○水～１０／９○月・○祝    ＠閲覧室 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

福井県 図書館 

｢いくつになっても元気！｣ 

関連企画1 

申込受付中 

｢ライフプランを考える本｣ 

８／１１○金～９／５○火  

いずれも ＠研修室 

音読教室は申込受付終了 

 
場所：一般資料コーナー 

青(文学)棚 11 

関連企画2 

【同時開催】｢事業承継の基礎知識｣ 

｢シニア起業のススメ｣ ８／２６○土～９／２７○水  

◆福井ﾋﾞｽﾞｶﾌｪ in県立図書館 ｢シニア起業のススメ｣ 
 ＠研修室 ９／１８○月・○祝 13：30～15：00 

 

要申込 

｢いってみたいな、うちゅうのたび｣ 

要申込 

｢がん特集｣ 

｢おちゃっとサロンキッズ｣in 福井県立図書館 

９／１０○日  10：00～10：45 ［参加無料］ 

歌やゲームをとおして英語を楽しみましょう♪  ＠研修室 

【講師】マリアさん、エヴァメイさん（フィリピン出身、英語講師） 
【対象】保育園等の年長のお子さんとその保護者 １０組 

✪申込・問合せ先：(公財)福井県国際交流協会 
 (電話) 0776-28-8800 

要申込 

◆県立図書館 de がん講座～笑いﾖｶﾞで免疫力 UP！～ 

９／３０○土  13：30～15：30   ＠多目的ホール 

福井県でのがん対策、図書館でのがん情報の調べ方の説明と、
健康増進につながる「笑いヨガ」を行います。［申込不要・参加無料］ 

【講師】齊藤 穂積氏（ＮＰＯ福井つながろう会代表） 
【対象】県民一般 【主催】健康増進課・県立図書館 

✪啓発物「５がんﾊﾟﾈﾙ・乳がん視触診ﾓﾃﾞﾙ・肺模型等」、 

陽子線がん治療の啓発パネル（提供：福井県立病院 

陽子線がん治療センター）、がん相談支援センター紹介パネル 

（提供：県内各がん診療連携拠点病院）の展示、チラシの配布 

 

要申込 

関連特集 ９／９○土～９／３０○土 

１０/１は「コーヒーの日」 

◆家庭でできる!おいしいｺｰﾋｰの淹れ方講座 

＠テラス(雨天時：研修室) 

｢秋には、本とコーヒーを楽しもう｣ 

コーヒーを題材にした小説やおいしい淹れ方等の本を特集。   

関連特集 

mailto:tosyokan@pref.fukui.lg.jp


◆おはなし会◆ 

９月９日（土）、２３日（土）、３０日（土） 

  15:00～ えほん『やまなしもぎ』他

（対象：３歳以上） 

   ◆かがくえほんの会◆ 

９月２日（土） 15:00～ 

『まほうのわ』（対象：３歳以上） 

ふしぎな輪を作ります！ 

            ◆えほんとかみしばいの会◆ 

９月１６日（土） 15:00～ 

              かみしばい『あたまにかきの木』他（対象:２歳以上） 

 

 

      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

＜おひざでだっこの会＞  

◆絵本・わらべうた編 ［９/１７（日）10:00～10:30は申込不要］ 

 １０月 ４日（水）  【講師】図書館職員  ＠おはなしの部屋 

◆がっちゃんと わらべうたであそぼう！  

      １０月１５日（日）  【講師】がっちゃん         ＠研修室 

※いずれも 10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（０～２歳児）  

 ◆子どもの病気編 １０月２５日（水） 10:00～10:30 
    冬に向けた感染症予防・対処法 

【講師】福井県薬剤師会 
＠おはなしの部屋 

①９／  ３○日  ｢日経テレコン２１｣ ＠調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横 
②９／１０○日  ｢デジタルアーカイブ｣ 
③９／１７○日  ｢ブックトーク編｣ 
④９／２４○日  ｢スペシャル編（医療健康コーナー）｣ 

 

 

＠ ①・②調査・相談ｶｳﾝﾀｰ横、③対面朗読室 

生活上の様々な悩みごとに関する、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（受付は ９：００～１７:００）］ 

９／２１○木  14：00～16：00 ◆無料法律相談会 

＠研修室 

図書館を便利に使って、楽しんでいただけるよう、データベ
ースの活用法やおすすめ本等について職員がわかりやすく
ご紹介。［申込不要］ 【対象】県民一般 各回５名 

◆｢図書館で知る福井の国際交流｣展  
〔～９／２７○水〕       ＠いずれも閲覧室 

｢今年の夏は【福井×医学】が熱い！｣     

鳥人間コンテストを描いた『トリガール！』（中村航／著）の映画
化と福井工業大学生の同コンテスト出場にちなみ、中村航氏の
著作や飛行機関連本の特集と、映画の場面や福井工業大学
チームの出場写真、設計図を展示。     ～９／１８○月 ・○祝  

９／２９○金～１０／２５○水  

「福井しあわせ元気国体」「福井しあわせ元気大会」に向けて 
様々な取組みが行われる中、今大会の参加章、障スポメダ
ルや、競技種目・有力選手の紹介、昭和４３年大会の回顧品
等の資料と、関連本を展示。 
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29 30 31 ・ ・ ・ ・ 

＊   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。 

＊9月18日（月・敬老の日）、23日（土・秋分の日）、24日（日）、10 月9 日（月・体育の日）は開館 

します。（午前 9 時～午後 6 時） 

＊福井駅東口から図書館まで運行している無料シャトルバス（ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾊﾞｽ）もご利用ください。 

 開 館 日 カ レ ン ダ ー  

 

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≫ 

          ９ 月 の お は な し 会    

要申込
み 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

＠白川文字学の室 

◆｢身近な漢字｣シリーズ ｢数を表す漢字｣ 

９／１５○金～１１／１２○日  
白川文字学の視点から、「数」にまつわる身近な漢字の成り

立ちをパネルやクイズで紹介。クイズ参加者にグッズ進呈。 

要申込 

15:30～15:45 ◆ショートセミナー図書館知
し っ

っ得
と く

編 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー      ＠子ども室 

｢『うちの子、育てにくい？』と感じたら読む本｣ 

 子育てのいろいろな悩みを抱えるママに向けた本や、子ども

も保護者も様々なうまくいかないと感じることがある発達障害

児の子育ての本を特集。     ８／２５○金～９／２７○水  

◆ティーンズコーナー  

｢心いやす生きものたち その奥深さを知る｣ 

 ９月２０～２６日の「動物愛護週間」や、上野動物園のパンダ
誕生にちなみ、動物の生態や飼育法、写真集、小説・エッセ
イなどの文学作品等、動物に関する本を特集。     

９／ １○金～９／２７○水  

◆郷土資料ミニ特集 〔～９／１８○月・○祝〕 

◆福井県合同読書会講演会 

９／３○日  13：40～15：05【受付時間：13:10～13:30】    
［参考：10:30～13:40 開会式・分散読書会］ 

✪演題 「今、こどもたちは、どのように戦争を読んでいるか」 

【講師】三好 修一郎氏（武生公会堂記念館 館長） 

【対象】県民一般［参加無料］ 

【主催】県読書会連絡協議会・県立図書館・福井市立図書館 

【後援】福井市教育委員会     ＠多目的ホールほか 

要申込 

ミニ特集 ｢『トリガール！』×空飛ぶ福井工大生｣ 

 

｢Welcome国体・障スポ!開催1年前ｲﾍﾞﾝﾄ－国体・障スポ展｣ 
 


