
　

講座番号 講座番号

8 9-1

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【料金】 【料金】

講座番号 講座番号

10-1 5-2

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【料金】 【料金】¥2,000

(大学院工学研究科 准教授)

小学生高学年以上 20名 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

　　　　　　2019年度　福井大学 公開講座のご案内 6月号①
・お申込みは先着順となります。空き状況をホームページから確認することができます。

・申込期間を確認のうえ、ホームページ、郵送、FAX、直接来学でお申込みください。 福井ライフ・アカデミー連携

¥2,000無料 【申込期間】【申込期間】

18歳以上の方で､アートを活用した交流活動に興味
がある方。本講座を初めて受講される方  10名
（受講経験のある方は申込みできません）

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

5.7(火)AM9:00～ 6.4(火) 5.8(水)AM9:00～ 6.4(火)

夢をひらく電子工作プロジェクト 2019
～簡単に作れて高感度！ 電池式ラジオ 編～
　第1回 トランジスタを使った簡単なAMラジオを作ろう

アートマネジメント育成講座
-地域のｱｰﾄｺﾐｭﾆｹｰﾀｰを目指そう- (全4回)

6.8(土) 13:30～17:006.7(金)､7.5(金)､
第3､4回の日付は未定 18:30～20:30

総合研究棟Ⅰ ロボット工房(文京キャンパス)

(大学院工学研究科 准教授)河野 泰久 (福井市美術館 学芸員)

教育系3号館 造形実習室(文京キャンパス)

濱口 由美 (教育学部 教授)

庄司 英一

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

6.22(土) 13:00～16:00 6.22(土) 13:30～17:00

お問合せ・パンフレット請求先

【申込期間】 【申込期間】

をご確認ください。

無料

新谷 真功 (大学院工学研究科 准教授)ほか

5.22(水)AM9:00～ 6.18(火) 5.22(水)AM9:00～ 6.18(火)

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

工学系2号館 221M講義室(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)

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｡電子工作の原点はラ

ジオ工作にあり！毎回､種類の異なるラジオを作ります｡こ

の講座では『電池式』の高感度なラジオを作ります。電子

部品の特長を活かしたラジオを製作していきます。製作だ

けではなく､講義として､電波の仕組み､ラジオの仕組み､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｡

福井市美術館を拠点にアートと人をつなぐアートコミュニ

ケーターを目指しませんか？ 本講座では、美術館ワーク

ショップの実践事例研究や美術鑑賞学習の演習に取り組

み、アートコミュニケーターに必要な資質・能力を楽しく

協働的に探っていきます。受講終了後は、アートコミュニ

ケーターとして、「子ども美術館（於：福井市美術館）」

などの企画・運営に携わっていただきます。

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。

エンジンは自動車の基本であり、モノづくりの知恵がいっ

ぱい詰め込まれています。スーパーカブの50ccの４サイ

クルエンジンの分解・組立を行い、エンジンの原理や構

造、ものづくりの知恵を学びます。工具の正しい使い方

や、エンジンを優しく、丁寧に取り扱うことの大切さを学

びます。最後に、自分の組み立てたエンジンを起動しま

す。エンジンの音を聞いて、感動してください。

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

　エンジンの分解･組立を体験してみよう！
　(名車ホンダスーパーカブ50ccエンジンに触れて)

夢をひらく電子工作プロジェクト 2019
～電池を使わないエコラジオ! 無電源ラジオ 編～
　第2回 スパイダー式コイルを使ったゲルマラジオを作ろう！

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

をご確認ください。詳細は決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

共催/福井市美術館

石田 孝明 (日産ＯＢ） 庄司 英一

ラ

ラ

福井大学

地域創生推進本部



　

講座番号 講座番号

3-2 6-2

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【申込】 【料金】無料 【料金】

講座番号 講座番号

20 21

【講師】 【講師】

【会場】 【会場】

【定員】 【定員】

【料金】 【料金】

小学4年生以上とその保護者 15組

【申込期間】4.25(木)AM9:00～5.31(金) 無料 【申込期間】

一般住民(特に高校・大学生の娘を持つ母親)
20名程度のグループ 3グループ

4.25(木)AM9:00～5.31(金) 無料

小学生以上 人数制限なし(小学生は保護者同伴)

　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-

事前募集なし｡受付は当日会場にて行います｡

協力/福井県立こども歴史文化館 後援/福井県キャンプ協会

波﨑 由美子 (医学部 教授)ほか

6月～7月

　みんなで見つける!?
　宇宙のヒミツ！ 分子のヒミツ！ 第2回

　スポーツ公開講座

　　　キャンプ教室　第2回

古石 貴裕 (大学院工学研究科 准教授)

　　　　　　2019年度　福井大学 公開講座のご案内 6月号②
・お申込みは先着順となります。空き状況をホームページから確認することができます。

・申込期間を確認のうえ、ホームページ、郵送、FAX、直接来学でお申込みください。 福井ライフ・アカデミー連携

福井大学総合自然教育センター

6.22(土) 14:00～15:00 6.23(日) 9:30～15:00
水沢 利栄 (教育学部 教授)

福井県立こども歴史文化館(福井市)
(福井市上伏町5石畑9)

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

｢地球が太陽の周りをまわってるってホント？｣

｢太陽がなくなったら地球はどこに行く？｣

コンピュータシミュレーションで、こんな宇宙のヒミツが

わかるかも！

｢分子ってなに？｣

｢分子と地球の動き方は同じ？｣

分子の動きにもヒミツがいっぱい！

コンピュータでのサイエンスライブショーで宇宙と分子の

ヒミツを見つけよう！

6月～7月

お問合せ・パンフレット請求先

野外での楽しいゲームと簡単に作れる料理の実習を行い参

加者全員で昼食として食べるキャンプの初級者講座です。

各回で取り組む料理は次のとおり。

第２回：ダッヂオ－ブンで作る焼きいもと燻製料理

第３回：タコ焼き鉄板で作るおもしろランチ

一般住民20名程度のグループ 3グループ

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

波﨑 由美子 (医学部 教授)ほか

¥2,000

　みんなで学ぶ更年期
　-女性も男性も『幸年期』を迎えるために-

5.23(木)AM9:00～ 6.18(火)【申込期間】

日程はご相談のうえ､調整します｡1講座90分程度｡ 日程はご相談のうえ､調整します｡1講座90分程度｡

地区の公民館や集会所等､要望に応じてこちらから
出向く予定です｡

地区の公民館や集会所等､要望に応じてこちらから
出向く予定です｡

更年期はこれからの人生をいきいきと自分らしく過ごすた

めに、自分の体と心に関心を向けて、一息つく大事な時

期。原因や症状、更年期付近から注意したい病気、そして

男性の更年期障害について、わかりやすく説明します。女

性も男性も、現在の人もこれからの人も、『幸年期』を迎

えるためにみんなで楽しく学びましょう。

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・子宮がん検診や、乳房セルフケアの大切さについて

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！

電話:0776-61-3111(内線2656)

FAX:0776-61-8167

担当：三反崎
ミ 　 タ 　サ　 キ

担当：三反崎
ミ 　 タ 　サ　 キ

電話:0776-61-3111(内線2656)

FAX:0776-61-8167

【申込先】 医学部看護学科 育成期看護学 【申込先】 医学部看護学科 育成期看護学

ラ

ラ

福井大学

地域創生推進本部
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