
　

　 　 ※申込開始日時前の受講申し込みは受け付けできません。 ･･･福井ライフ・アカデミー連携

講座番号 講座番号

4 5-1

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

6 7

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

FAX：0776-27-8878
詳細はホームページをご覧ください。 http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

平成30年度　福井大学 公開講座のご案内 5月号①
※先着順となります。空き状況を福井大学地域貢献推進センターHPで確認後、申込期間内にお申込みください。（定員に達し次第締め切ります｡）
※申込みは、福井大学地域貢献推進センターHP、FAX・郵送にてお願いいたします。

　すべての子供たちに歌を！
 ～そして合唱を愛するすべての大人たちにも～

夢をひらく電子工作プロジェクト 2018
～電池を使わないエコラジオ! 無電源ラジオ 編～
第1回 ラジオ工作の原点!ボビンにコイルを巻いてゲルマラジオを作ろう!

梅村 憲子 (教育学部 准教授)

アカデミーホール(文京キャンパス) 総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

5.12(土) 13:00～17:00 5.12(土) 13:30～16:00
中村 隆夫 (日本コダーイ協会会長･指揮者･北海道教育大学名誉教授) 庄司 英一 (大学院工学研究科 准教授)

TEL：0776-27-8060(直通)　受付時間：平日のみ 9:00～17:15

囲碁はルールがシンプルで親しみやすいゲームです。一

緒にやってみませんか？ 初めての方、小さなお子様でも

だいじょうぶ、ていねいに説明します。囲碁の歴史コー

ナーや懸賞問題コーナー、対局コーナーなど盛りだくさ

んです。

¥2,000

【申込期間】4.12(木)AM9:00～ 5.8(火) 【申込期間】4.12(木)AM9:00～ 5.8(火)

後援:日本コダーイ協会

協力:日本コダーイ協会全国大会福井実行委員会

ハンガリーでは多くの人が楽譜を読むことができます。

それはコダーイメソードという優れた教育法のおかげ

で、今では日本でも各地に浸透しつつあります。皆さん

もハンドサインやレターサインに触れ、純正な和音、即

興的なオルガヌムなど、音楽指導者や合唱愛好家が求め

てやまない知識と技術を体験してみませんか？ 本学准教

授の梅村憲子がナビゲータを務めます。

無料 一般(お一人での参加や､ご夫婦で
の参加など)､あるいは小学5年生以
上の親子ペア 8組

　頭が良くなる!? 囲碁入門講座
 福井大学ホームカミングデー 2018 in 文京キャンパス講演会

  「PET/MRIで健康チェック」

備考:詳細は http://www.dreamprojs.com または http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

ホームページ等で詳細をご確認ください。

お問合せ:日本コダーイ協会全国大会福井実行委員会
Tel )　090-4321-6990 (担当:三輪)
Mail)　2018fukui.kodaly@gmail.com

5.26(土) 9:30～16:30 5.26(土) 10:30～11:30
髙橋 一朗 (大学院工学研究科 准教授) 岡沢 秀彦 (高エネルギー医学研究センター長)

この講座を通して少しでも多くの方々が、電子工作の楽

しさを学んでいただければと思います。毎回、種類の異

なるラジオを作ります。ラジオはラジオでも電池を使わ

ないラジオ作りに挑戦します。電池を使わずにラジオが

聞けるの？聞けるんです。その原理の説明、電波の仕組

み、電子部品の仕組み、はんだづけの方法なども学びま

す。シリーズ4回で、毎回異なるラジオを作るプロジェク

トを予定しています。製作したラジオはお持ち帰り頂け

ます。

お問合せ・資料請求先

中学生以上(読譜のノウハウを修め
たい方) 50名

備考:当日は大学祭を開催しています｡構内が大変混雑することが予想
されます｡それに伴い､自動車の入構も規制されていますので､公共交通
機関をご利用ください｡近隣の私有地および路上は､駐車厳禁です｡

備考:当日は大学祭を開催しています｡構内が大変混雑することが予想
されます｡それに伴い､自動車の入構も規制されていますので､公共交通
機関をご利用ください｡近隣の私有地および路上は､駐車厳禁です｡

最新型のPET/MRI 装置は、がんだけでなく脳卒中、認知

症など脳の診断も可能で、被ばくが少ないという特徴を

持っています。本学では、他に先駆けて本装置を導入

し、がん健診や脳ドック、認知症初期の病態を探る研究

などを行っています。この最先端の医療画像装置で何が

見えるか、最新の臨床研究も含めて紹介します。

【申込期間】4.26(木)AM9:00～ 5.22(火) 【申込期間】4.26(木)AM9:00～ 5.22(火)

工学系1号館 118M､119S講義室(文京キャンパス) 総合研究棟Ⅰ 大会議室(文京キャンパス)

制限無し 無料 一般 100名 無料
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　 　 ※申込開始日時前の受講申し込みは受け付けできません。 ･･･福井ライフ・アカデミー連携

講座番号 講座番号

8 9

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【料金】 【定員】 【料金】

講座番号 講座番号

27 28

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【料金】 【料金】

担当:三反崎、藤井 担当:内江

TEL：0776-27-8060(直通)　受付時間：平日のみ 9:00～17:15

FAX：0776-27-8878
詳細はホームページをご覧ください。 http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp

平成30年度　福井大学 公開講座のご案内

三好 綾 (NPO法人がんサポートかごしま理事長)

¥5,000 無料中学生､高校生､一般 30名

5月号②

9/22(土)､10/13(土)､11/3(土)､11/24(土) 9:30～12:30

　「見る」ことの準備
　　 ～造形基礎演習Ⅰ～（全10回）

親子で知って、考えよう！
がんのこと、がん患者さんのこと

※先着順となります。空き状況を福井大学地域貢献推進センターHPで確認後、申込期間内にお申込みください。（定員に達し次第締め切ります｡）
※申込みは、福井大学地域貢献推進センターHP、FAX・郵送にてお願いいたします。

教育系3号館 造形実習室､絵画実習室､素描室(文京
キャンパス)ほか､野外

｢見る｣ことが本当の意味で身につく為には、それ相応の時

間と、入念に練り上げられた演習の体系が必要です。本講

座は、その入門編ともいうべきもので、造形の基礎全般に

ついて指導します。

宮崎 光二 (教育学部 特命教授)ほか

5/26(土)､6/16(土)､7/7(土)､7/28(土)､8/18(土)､9/1(土)､ 5.27(日) 13:30～15:30

外部講師３名(予定)

児玉 麻衣子 (医学部附属病院 特命助教)ほか

小学5年生～中学3年生の親子

または､がん教育に興味のある方 150名

日本では、2人に1人はがんにかかる時代です。みなさん

が今から気を付けられることは何でしょうか。がんにはど

うしてかかるの？ がんを予防するには？ など、いろいろ

な疑問をクイズ形式で楽しく学ぶことができます。また、

がん患者としていのちの授業を全国各地で展開している三

好先生のお話もあります。

備考:各自､素描に必要な用具､彩色(水彩､クレヨン､色鉛筆等)に必要な
用具を持参してください｡

無料

お問合せ・資料請求先

AOSSA6階 601研修室(福井市)

【申込期間】4.27(金)AM9:00～ 5.22(火)

　みんなで楽しく学ぶ
　イマドキの子育て・お孫育て

【申込期間】4.27(金)AM9:00～ 5.22(火)

【申込期間】

電話:0776-61-3111(内線2656)

【申込先】 【申込先】

学外(依頼のあった地区や地域に出向く予定です｡)

一般女性(1講座あたり10～20名程度)3グループ

波﨑 由美子 (医学部 教授)ほか

　女性のための健康増進講座
　-乳がん･子宮がん検診のススメ-

6月～7月  日程は打合せの上､調整します｡
 （1講座90分程度)

日本一の働き者である福井のお母さんの子育てを支える、

おじいちゃん・おばあちゃん。子どもたちが健やかに育つ

ことができるために、祖父母の役割、世代間ギャップ、子

どもの成長とその頃に起きやすい事故や病気などについ

て、楽しく学びましょう。おじいちゃん・おばあちゃんだ

けでなく、どなたのご参加も大歓迎です。

女性らしく健康的でいきいきとした生活を送るために、乳

がん・子宮がん検診の大切さ、乳房自己検診法について楽

しく学びましょう。お住まいの地域に出前講座を致しま

す。福井県の女性は全国一の働き者！ 仕事、家事等で忙

しい日々をお過ごしの皆様、ご自身の健康を見つめ直して

みませんか。ご参加お待ちしています！

6月～7月  日程は打合せの上､調整します｡
 （1講座90分程度)

学外(依頼のあった地区や地域に出向く予定です｡)

現在､もしくは将来育児をサポートする祖父母､現在育児
中の父母､将来子育てをする予定のカップル等3グループ
(1講座あたり10～20名程度)｡どなたのご参加も歓迎いた
します｡

波﨑 由美子 (医学部 教授)ほか

FAX:0776-61-8167

【申込期間】

FAX:0776-61-8167

医学部看護学科 臨床看護学講座 母子看護学･助産学分野 医学部看護学科 臨床看護学講座 母子看護学･助産学分野

電話:0776-61-3111(内線2656)

4.12(木)AM9:00～5.31(木) 無料4.12(木)AM9:00～5.31(木)
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