
 

≪イベントはすべて参加無料≫ ✤問合せ・申込先✤ 県立図書館 〒918-8113 福井市下馬町５１－１１ 
Te l :  0776-33-8860 / Fax : 0776-33-8861 / e-mai l :  tosyokan@pref . fuku i . lg . jp  

子どもたちの健やかな成長を 
願って、こいのぼりを泳がせます。 

図書館、文書館、ふるさと文学館を見て
回って、スタンプを８個集めよう！ 

難読漢字や古代文字のクイズを一堂に
集めます。ご家族でチャレンジ！ 

◆講座｢私の『石井桃子』論～創造性と真実 

をもった本を～｣ ５/１３○日  13:30～16:00 

◆石井桃子のおはなし会｢耳であじわう石井桃子
の世界｣     ５/１３○日  10:30～11:30 

いずれも ＠研修室 

◆ＤＶＤ｢子どもに本を－石井桃子の挑戦 
①～③｣上映会 ＠ふるさと文学館映像ﾙｰﾑ 

５/１２○土  ①13:00～13:40、②13:50～14:40、 

③14:50～15:45［申込不要］ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

福井県 図書館 

こどもの読書週間期間中は 

貸出冊数が 

１０冊 ⇒ １５冊 です 

【期間】５／１３○日まで 

〔こどもの読書週間：４／２３（月）～５／１２（土）〕 

◆しあわせこいのぼり 

４／２０○金～５／２３○水  

｢青空図書館｣ 

実施中！ 
中庭やテラスで、 
読書や昼食など 
自由にお楽しみ 
ください☆ 

✪用紙は３館内 カウンター等に設置 

グッズ引換場所：白川文字学の室 受付 

◆春の３館スタンプラリー 

４／２８○土～５／１３○日  

◆チャレンジ！！漢字クイズ大会 

＠白川文字学の室［９：００～１７：００］ 

４／２８○土～５／１３○日  

５／４○金・○祝  11：00～12：00 

今年開催の国体・障スポにちなみ、 
青空の下で、はぴりゅうと｢はぴりゅう 
ダンス｣や読み聞かせをします。 
✪動きやすい服装でご参加ください。 

【対象】幼児～小学校低学年 ２０名 

（幼児は保護者同伴） ＠中庭（雨天時：多目的ﾎｰﾙ） 

◆はぴねすダンス＆よみきかせ
withはぴりゅう 

５／５○土・○祝  10：30～11：40 

本の並び方や図書館の使い方のポイントがわ
かる「本探しミッション」（３０分）と、図書館・文
書館の未公開ゾーン（バックヤード）や、ふる
さと文学館の「見学ツアー」（４０分）。 

【対象】小学生（１～２年生は保護者同伴）１０組 

◆図書館・文書館・ふるさと
文学館 探検ツアー 

✔  ５／４ ・ ５／５ ともに、 
子ども室カウンター集合 

申込受付中 

申込受付中 
参加記念 
グッズ進呈 

申込受付中 

◆福井ウィキペディアタウン in足羽山 

＠［午前］足羽山北東（まち歩き）、［午後］県立図書館 研修室 

５／２７○日  9：45～17：00［集合場所:ＪＲ福井駅前ﾊﾋﾟﾃﾗｽ］ 

足羽山を歩いて、図書館、文書館、ふるさと文学館の資料で調べ、 
ウィキペディアに記事を作成します。［終了後、交流会を予定］ 

【対象】一般２０名（まち歩きしやすい服装で）［受付期間：5/20○日まで］ 

【講師】日下 九八氏（Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ 日本語版管理者） 

【まち歩きｶﾞｲﾄﾞ】藤川 明宏氏（福井市教育委員会事務局文化財保護課） 

【持ち物】橘曙覧記念文学館観覧料１００円、ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ（Wi‐Fi あり）、 
ﾃﾞｼﾞｶﾒ（ｽﾏﾎ可）、ﾃﾞｼﾞｶﾒとﾊﾟｿｺﾝの接続ｹｰﾌﾞﾙ 

【申込方法】必要事項を記入の上、メールでお申し込みください。 

✪詳しくは、当館ホームページや申込チラシをご覧ください。 

要申込 

関連特集 

 

｢シニア起業のススメ－ｼﾆｱのあなたにもできる！ 

起業の本あれこれ－｣ 事業計画書の書き方、起業体験・ 
事例に関する本を特集。 

 

４／２７○金～５／２３○水 ◆ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｺｰﾅｰ 

 

 

◆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 ５／１０○木  14：00～15：30 

 【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：（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 

  

 

要申込 

これまで培ってきた経験を活かし、新たなステージへ！ 

ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ・漢字ｸｲｽﾞともに 
参加記念グッズ進呈 

◆講座｢引いて、わかって、おもしろい！百科事典の魅力｣ 
 

＠多目的ﾎｰﾙ 

５／２６○土  13：30～15：30 

 子ども向け百科事典『ポプラディア』の使い方や、調べ方のコツ

を学びます。 【定員】小学生（３年生以上）とその保護者 ３０組 

【講師】齋木 小太郎氏（ポプラ社図書館事業局 図書館 

サポート室／教育コンテンツ編集部） 

要申込 

◆白川文字学の室 関連企画｢古代文字をカラフルに彩ろう｣ 
 ５／２６○土  15：00～17：00［１回当たり３０分×４講座］ 

 お好きな漢字の古代文字を発泡スチロールに書いたら、カラフルな
スタンプで拓本を採り、ラミネート加工をしてオリジナル拓本を作ります。 

【講師】生涯学習・文化財課 職員     ＠エントランスホール 

【定員】幼児（年長）～小学生およびその保護者 各回５組［申込不要］ 



＜おひざでだっこの会＞ 

◆絵本・わらべうた編 【講師】図書館職員 

 ５月２０日（日） 11:00～11:30（申込不要） 

 ６月 ６日（水）                  
10:00～10:30（０歳児）、11:00～11:30（０～２歳児）        

 ◆ベビーマッサージ編 ６月２０日（水） 
【講師】三嶋百合子氏（助産師） 10:00～1１:０0 
【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 

◆えほんとかみしばいの会◆ 

５月１９日（土） 

（対象：２歳以上）      

                       

    

 

 

 

 

 

                        

◆おはなし会◆ 

５月１２日（土）、２６日（土） 

（対象：３歳以上） 

◆かがくえほんの会◆ 

５月 ５日（土・祝） 

（対象：３歳以上） 

◆無料健康相談会 

  まちの保健室 in 県立図書館 

５／９○水  13：00～16：00 
こころやからだに関する悩み等について看護職に 

お気軽にご相談ください。［申込不要］ ＠エントランスホール 

【主催】(公社)福井県看護協会、県立図書館 

５／１６○水  10:00～11:15 

文学作品等を参加者全員で一緒に声に出して読みます。 

一緒に楽しみましょう♪ 【講師】図書館職員  

【対象】７０歳以上のシニア世代の方  

【定員】１５名［申込不要］ ＠研修室 

◆シニアいきいきセミナー ◆いきいきライフ応援コーナー 

気持ちがよい陽気に誘われて、お出かけしたくなる季節にあ

わせて、旅行やウォーキングなど、シニアの余暇や健康づくり

に役立つ本を特集します。 

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）］ 

＠研修室 

◆ワーキングマザーに贈る本コーナー 

紫外線が強いこの季節や、これからやってくる 

夏に向けて、早めの対策で肌の調子を整えて 

気分も良好になるよう、スキンケアに関する本を特集します。 

✪【幕末明治福井１５０年博】松平文庫テーマ展｢幕末福井藩の忍者｣〔～５／ ６（日）〕 

★ 資料特集 ｢没後１０年 石井桃子の仕事｣ 〔～５／１３（日）〕 

✪ ティーンズコーナー ｢いいね！部活 みんなで楽しむ好きなこと｣ 〔～５／２３（水）〕 

✪ 一般特集コーナー  ｢家族｣ 〔～５／３０（水）〕 

✪ 子ども室特集コーナー｢ぼくとわたしと家族の本｣〔～５／３０（水）〕 

◆「白川文字学入門」シリーズ１ 

白川文字学を語るうえで基本となる古代文字と漢字の成り

立ちを取り上げ、パネル展示や難読漢字クイズで紹介します。 

＠子ども室 

＠白川文字学の室 
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日 月 火 水 木 金 土 
 

6 
 
月 

日 月 火 水 木 金 土 

・ ・ 1 2 3 4 5 
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3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 
 

10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31 ・ ・ 
 

24 25 26 27 28 29 30 

＊   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。 

＊５月3日（木･憲法記念日）・4 日（金･みどりの日）・5日（土･こどもの日）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  

 

          ５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≫ 

◆無料法律相談会 ５／１７○木  9：30～11：30 

要申込 

✔  申込受付は１ヶ月前～ 

要申込 

飲み物持参 

あたまイキイキ音読教室 
｢旅、ウォーキングに関する本｣ 

４／１９○木～５／１５○火  

要申込 

｢今、やっておこうスキンケア｣ 

４／２７○金～６／２７○水  

｢古代文字と漢字の成り立ち｣ 

４／１４○土～６／２７○水  

好評につき期間延長！ 

★  こどもの読書週間記念企画 

✪ その他の企画 


