
開催日  ８月１９日（木）  時間  １０：００～１０：４０    

定員  親子１０組（定員になり次第、申込は締め切ります）  

会場  1Ｆ  講堂 

講師 ＭＩＫＩ 氏（日本マタニティフィットネス協会ベビービクスインストラクター）  

対象  生後２か月からハイハイぐらい（１歳半くらい）までの赤ちゃんとその保護者  

内容  ママやパパの手のぬくもりを使い、親子でふれあうベビーヨガをします。 

申込み 若狭図書学習センター 

電話：0770-52-2705 ＊申込み後、都合が悪くなった場合はご連絡ください。 

持ち物  バスタオル・水分（保護者用・赤ちゃん用）・マスク（保護者用）  

ユー・アイふくい（福井県生活学習館）で開催される講座をスクリーンを通してリアルタイムで視聴できます！  

講師への質問も可能ですよ！  
 

会場：1Ｆ講堂  

・８月５日(木) １４：００～１５：３０  「コミュニティデザインについて ～人と人をつなぐコミュニティづくり～」 

講師：株式会社  studio-L 代表  山崎 亮  氏  

会場：1Ｆ講堂  

・８月２１日(土) １４：００～１５：３０  「荒ぶる自然、クマとのつきあい方 ～野生動物との共存を考える～」 

講師：石川県立大学環境科学科  教授  大井 徹  氏  

会場：1Ｆ研修室  

・８月２７日（金）  １４：００～１５：３０  「私たちの性の多様性  －多様な性のあり方の理解を深めるために－」 

講師：北海道大学  大学院理学研究院  教授  黒岩 麻里 氏  
 

※各講座の詳細は福井県生活学習館（ユー・アイふくい Tel. 0776-41-4206/Fax. 077６-41-4201）  

もしくは若狭図書学習センター１F 事務室まで 

 

      

〒917-0075 福井県小浜市南川町 6-11 Tel. 0770-52-2705/Fax．0770-52-2715  

https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/wakasa 

若狭図書学習センター 検索 

Twitterにて本やイベントの 

最新情報を発信しています！⇒ 

【０・１・２歳さんのおはなし会】                                         【参加無料・要申込】 

要申込 
定員１０組 

先着順 

 

開催日 ８月２２日（日） 

時間 10:00～11:４0        会場 1Ｆ 多目的ホール・研修室

対象 幼児・児童とその保護者    定員 ①②ともに親子２０組（４0名程度） 

申込み 事前申込み（８月２１日まで）電話・FAX・窓口 

要申込 
8/21 まで 

先着順 
 

① えほんの会 「しぜんのパワー」 

時間 10:00～10:３０       

語り手 若狭図書学習センター 司書 
 

よむ えほん 

〇「でんとうがつくまで」  

ぶん・え：加古 里子 

福音館書店  1970  ほか 

 

② エネルギー工作 「ゴーゴー風力カー」 

時間  10:40～11:４0 

講師  原子力の科学館 「あっとほうむ」工作隊 

内容  「ゴムの力」か「風の力」のどちらかを使って動く車です! 

     どちらの力を使うかを決めて、よく走るカッコいい車を 

     作りましょう! 
 

参加費   無料 （子ども１人につき１台） 

【福井ライフ・アカデミー サテライト講座】                                 【参加無料・要申込】 

◆ 
 
 
 

 

 

-サイズ- 
幅   約１６ｃｍ 

奥行 約２５ｃｍ 

高さ 約２１ｃｍ 
ぶん・え：加古里子 福音館書店、1970 

▲MIKI 氏 

◆えほんの会
か い

＆エネルギー工作
こ う さ く

「ゴーゴー風力
ふうりょく

カー」 

【第４回 ウェルカム！こども企画】                                             【要申込】 

延期 

中止 

https://1.bp.blogspot.com/-GSOdiltwLdE/YHOSs5Nn5bI/AAAAAAABdoY/WHKSUwHeKfEXEV9YG8wkYtYyJsYqPp_1gCNcBGAsYHQ/s669/nature_kaze.png


■「昆虫 ～自然が生んだ芸術～」  

７月３０日(金)～８月３１日(火)   
場所 海湖のコーナー前 

若狭歴史博物館で開催される嶺南美術展「夏休みは博物館で昆虫採

集!スカラベからフィギュアまで」とコラボした特集を開催します！ 
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８月の本の特集 

開館予定日 

■「夏はアツく！ スポーツの本特集」  

６月２５日(金)～９月５日(日) 

    
オリンピック・パラリンピック、インターハイが行われ

ることから、スポーツに関する本を特集します。 

場所 新刊コーナー前 

 

 は、休館日 ＊は、２F図書フロアは図書点検の為、休館します 

 

■「本の中でも！！スポーツを楽しもう！」  

６月２５日(金)～９月５日(日)   

      
スポーツをテーマにした物語・絵本、オリンピック・

パラリンピックの本を特集します! 

場所 子どもコーナー入口 

場所 子どもコーナー中央 

 

■「８月生まれの絵本作家」  

８月１日(日)～８月３１日(火) 
    

８月に生まれた絵本作家の絵本を特集します！ 

■「夏の健康管理」  

８月１日(日)～８月２５日(水)  

     場所 海湖のコーナー前 

 夏真っ盛りの８月。熱中症をはじめとした健康リス

クを知るための本を特集します。 

火～金 9：00～19：00 

土･日･祝日（8/8、9/20、23）・臨時開館日 9：00～18：00 

■ 夏休み企画展 

 ｢おさるのジョージ誕生８０周年記念～知りたがりやの大冒険～」 
 

開催期間：７月２１日(水)～８月３１日(火) 

内容：夏休み期間にあわせて、知りたがりやの子ザルが大活躍を

する「おさるのジョージ」の絵本第１作『ひとまねこざるとき

いろいぼうし』が、出版されてから 80 周年を迎えることに

ちなみ、企画展を開催します！ 

  会場：1F エントランスホール 

 

【イベント・企画展のご案内】 

場所 子どもコーナー入口・中央 

■「①読みたい!! 本にきっと出会える ～小学生におすすめの読み物～」 

  「②知りたい!! 本で調べてみよう ～調べ学習の本～」 

７月１６日(金)～８月２９日(日)    
   

時間のある夏休み。こんな時にこそ読んでもらいたい本を集めました！ 

作・絵：H.A.レイ 

訳：光吉 夏弥 

出版社：岩波書店 

■ パネル展 

「若狭路の戦前絵葉書」PART.2 海の若狭路風景 

開催期間：７月２２日(木・海の日)～８月３１日(火)  

会場：1F エントランスホール 

内容：「デジタルアーカイブ福井」での公開開始にあわせ、当館

ほかで所蔵する嶺南地域を題材とした戦前絵葉書をパ

ネルで紹介しています！ 

■ 県立こども歴史文化館「これき蓄音機コンサート」 

日時：８月２９日(日) １４：００～１４：３０  

会場：1F 講堂 

■本のミニ特集「おさるのジョージ」  

7 月２１日(水)～８月３１日(火) 

場所：２Ｆ 子どもコーナー 
    
    
    
    
 」 /（）～/（） 

■「探検! マヤ文明」  

８月４日(水)～９月１２日(日)

場所 新刊コーナー前 

 年縞博物館、若狭三方縄文博物館で開催される特別企画展

「VARVES in MAYA マヤの年縞をめぐる冒険２０２１」とコラボし

た特集を開催します！ 


