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文化プログラム 平成30年3月2日現在

会場地 事　業　名 会　場 期　間
home town live ハピリンホール 通年（毎月第3金曜日開催）
足羽山ビジターセンター 福井市自然史博物館　１階センター 通年
福井市自然史博物館　常設展 福井市自然史博物館　１階常設展示室 通年
セーレンプラネット　常設展示 セーレンプラネット　常設展示室 通年

※休館（火・第2水曜日）祝日の場合は翌平日
セーレンプラネット　ドームシアター セーレンプラネット　ドームシアター 通年

※休館（火・第2水曜日）祝日の場合は翌平日
福井市文化財保護センター 福井市文化財保護センター 通年

※休館（土・日・祝）、ただし夏休み期間中は無休

福井市おさごえ民家園 福井市おさごえ民家園
通年
※休館（月）祝日の場合は翌平日、祝日の翌日
（土・日の場合開館）

常設展「高田博厚の世界展」 福井市美術館（アートラボふくい） 通年
一乗谷朝倉氏遺跡　復原町並 一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 通年　※年末を除く
福井市立郷土歴史博物館  平常展示 福井市立郷土歴史博物館 通年
歴史体験スペース　へんしん越前屋 福井市立郷土歴史博物館 通年 （土日祝日と福井市内の小学校の夏休み・冬

休み・春休み期間の開館日）
第85回特別展「高浜の化石―1600万年の時を越えた
大地の語り部―」 福井市自然史博物館　2階特別企画展示室 3月17日（土）～5月20日（日）
国体・障スポ開催記念事業　一般向け行事
展示コーナー「福井国体」 福井市立桜木図書館 3月19日（月）～5月31日（木）

※休館（第3木曜日）
国体・障スポ開催記念事業　一般向け行事
特設コーナー「スポーツ特集」 福井市立桜木図書館 3月19日（月）～5月31日（木）

※休館（第3木曜日）
発掘！―明治を拓いた意外な福井藩士たち― 福井県文書館 3月23日（金）～9月26日（水）

※休館5月24日（木）、7月12日（木）
春季特別展
「江戸・京・大坂と城下町福井」 福井市立郷土歴史博物館 3月24日（土）～5月6日（日）

※4月16日（月）休館
ふくい桜まつり 福井市中心部 3月31日（土）～4月15日（日）
愛宕坂灯の回廊～春～ 愛宕坂 3月31日（土）～4月15日（日）
毛矢の繰舟 足羽川九十九橋上流船着き場 3月下旬～10月下旬の土・日・祝日
春嶽の自転車試乗会 福井市内 3月下旬～10月下旬の土・日・祝日
松平文庫から先人の考え、行動を読み解く資料を紹介 福井県立図書館 3月～11月
歴史散歩「春爛漫の足羽山を訪ねる」 福井市足羽山 4月7日（土）
天体観望会 金星と春の大三角を見よう 福井市自然史博物館　天文台 4月7日（土）～4月8日（日）
福井市自然史博物館 ナイトミュージアム 福井市自然史博物館 4月7日（土）～4月8日（日）、8月上旬、10月上旬
グリフィス春のコンサート 福井市グリフィス記念館 4月7日（土）、4月14日（土）
養浩館庭園　春のお茶席 養浩館庭園 4月7日（土）～5月7日（月）の土・日・祝日
ウェールズ国立美術館所蔵 ターナーからモネへ 福井県立美術館 4月7日（土）～5月27日（日）
第3回ふくいの田んぼでスマイル写真コンテスト なし 4月16日（月）～9月28日（金）
コレクション展（仮） 福井県ふるさと文学館 4月21日（土）～6月24日（日）
第70回煎抹各流大茶会 足羽山公園　三段広場 4月22日（日）
愛宕坂茶道美術館企画展「茶の湯・花鳥風月」 福井市愛宕坂茶道美術館 4月26日（木）～7月29日（日）
第1回特別公開展　重要文化財は語る　城下町のくらし 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 4月28日（土）～7月4日（水）
花柳流亀扇会舞踊公演 福井市文化会館 4月29日（日・祝）
糸桜ライトアップ 一乗谷朝倉氏遺跡 4月上旬～中旬
ふくい鮮いちば「ふくいサーモン祭り」 ふくい鮮いちば 4月下旬
幕末の福井を描いた時代小説の紹介 福井県ふるさと文学館 4月中旬～7月下旬
ふくいの絹織物業とメガネ産業展（仮） 福井県立こども歴史文化館 4月下旬～6月上旬
福井ライフアカデミー ユーアイふくい 4月～10月
作家による講演会 福井県ふるさと文学館 4月～10月
なるほど福井！市民歴史講座 福井市愛宕坂茶道美術館 4月～12月（8回程度）
第9回越前朝倉曲水の宴 一乗谷朝倉氏遺跡 5月5日（土・祝）
第46回書法研究石門展 福井カルチャーセンター カルチャーホール 5月11日（金）～5月13日（日）
橘曙覧記念文学館企画展「館蔵品展」 福井市橘曙覧記念文学館 5月12日（土）～9月24日（月・祝）
第31回市美展ふくい 福井市美術館（アートラボふくい） 5月18日（金）～5月27日（日）
天体観望会　木星を見よう 福井市自然史博物館　天文台 5月26日（土）、6月10日（日）
外国人がおどろいた幕末維新期の日本人 福井市グリフィス記念館 5月
国体・障スポ開催記念事業「図書の特設」 福井市立図書館　1階特設コーナー 6月1日（金）～10月10日（水）
企画展「漫画界のレジェンド　松本零士展」 福井市美術館（アートラボふくい） 6月2日（土）～7月8日（日）
再興第102回院展・福井展（仮） 福井県立美術館 6月8日（金）～6月24日（日）
特別展「福井市を守るダムは今 その２ 足羽川水系のダ
ム」 福井市治水記念館 6月15日（金）～10月31日（水）

※休館（月）祝日の場合は翌平日
第28回吟の舞　宗聖リサイタル 福井市文化会館 6月17日（日）
第71回全国競技かるた福井大会 福井新聞社風の森ホール（予定） 6月23日（土）～6月24日（日）
おいしいふくい大博覧会開催事業 西武福井店　本館6階催事場 6月上旬

福井市
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会場地 事　業　名 会　場 期　間
橘曙覧史跡めぐり 福井市橘曙覧記念文学館ほか 6月、10月
第29回童謡の日　さわやかコンサート アオッサ1階　アトリウム 7月7日（土）（予定）
天体観望会　土星を見よう 福井市自然史博物館　天文台 7月14日（土）
第13回日展福井県作家会展 福井新聞社風の森ホール、プレス21 7月14日（土）～7月22日（日）（予定）
ピカソ　版画をめぐる冒険
フランス国立図書館コレクション 福井県立美術館 7月14日（土）～8月26日（日）
セーレンプラネット
第5回特別展「火星―赤い星の謎―」（仮） セーレンプラネット　多目的室 7月14日（土）～9月2日（日）
第2回特別公開展　今に受け継がれた朝倉氏の記憶 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 7月14日（土）～9月11日（火）
幕末明治の「まちフェス」 福井市内 7月15日（日）
「福井藩上屋敷」等ＣＧ映像放映 福井駅構内 7月15日（日）～8月31日（金）
夏季特別陳列「大集合！幕末福井の偉人たち」 福井市立郷土歴史博物館 7月20日（金）～8月26日（日）

※4月16日（月）休館
企画展「歌川広重の世界」―保永堂版東海道五十三
次と江戸の四季― 福井市美術館（アートラボふくい） 7月21日（土）～9月2日（日）
第86回特別展「世界の大むしむし展2　～世界の、福
井の昆虫大集合！」（仮） 福井市自然史博物館　2階特別企画展示室 7月21日（土）～9月2日（日）
「スポーツと文学」展（仮） 福井県ふるさと文学館 7月21日（土）～10月8日（月・祝）（予定）
国体・障スポ開催記念事業
児童向け行事「あそびとえほん」 福井市立図書館　和室 7月22日（日）、8月26日（日）
花柳流双福会ゆかた会 福井県県民ホール 7月29日（日）
「マンガにみる先人たち」展（仮） 福井県立こども歴史文化館 7月下旬～9月上旬
日下部太郎・グリフィス顕彰作文コンクール 福井青年会議所 7月～10月
国体・障スポ開催記念事業　児童向け行事「はぴりゅう
をさがせ！はぴりゅうのしおりをゲットしよう」

福井市立図書館、福井市立桜木図書館、福井市
立みどり図書館 夏休み期間中（予定）

グリフィス歴史講座 福井市グリフィス記念館 8月
愛宕坂茶道美術館企画展「大田垣蓮月の茶道具」 福井市愛宕坂茶道美術館 8月1日（水）～10月29日（月）
福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会記念
国体・オリンピックの歴史展（仮） 福井県立こども歴史文化館 8月1日（水）～10月31日（水）
第65回福井フェニックスまつり 足羽川河川敷（木田橋・板垣橋付近）をはじめ

とする福井市中心部 8月3日（金）～8月5日（日）
第23回ふくい祇園まつり 福井市南部各地、木田神社境内 8月4日（土）
民族衣装体験 フェニックスプラザ（予定） 8月5日（日）（予定）
天体観望会　大接近の火星を見よう 福井市自然史博物館　天文台 8月12日（日）、9月1日（土）
第48回越前朝倉戦国まつり 一乗谷朝倉氏遺跡 8月25日（土）～8月26日（日）
越前朝倉万灯夜2018 一乗谷朝倉氏遺跡 8月25日（土）～8月26日（日）
ふくい県民総合文化祭　ふれあいフェスティバル
「生活文化ふれあいフェスティバル2018」 アオッサ1階　アトリウム 8月25日（土）～8月26日（日）
ふくい県民総合文化祭　ふれあいフェスティバル
「秋季　福井県俳句大会」 福井市地域交流プラザ　アオッサ6階会議室 8月29日（水）～10月28日（日）
第70回福井県音楽コンクール　予・本選会 ハーモニーホールふくい、株式会社青山ハープ 予選会：8月下旬、本選会：10月中旬
幕末明治福井検定 なし 8月および10月
第48回琴と尺八 ハーモニーホールふくい　小ホール 9月2日（日）
天一マジックショー 福井県立こども歴史文化館 9月9日（日）
平成30年度　池坊福井中央支部いけばな展 福井県国際交流会館 9月15日（土）～9月16日（日）
幕末明治のアートシーン 福井県立美術館 9月15日（土）～10月28日（日）
企画展
「ナショナルジオグラフィック写真展―地球の真実」 福井市美術館（アートラボふくい） 9月15日（土）～11月4日（日）
第3回特別公開展　戦国の輝き～朝倉氏ゆかりの名刀降臨
～ 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 9月15日（土）～11月11日（日）
朝倉トレイルラン2018 一乗谷朝倉氏遺跡唐門前特設広場 9月16日（日）
第2回箏曲宮城会ながつき会演奏会 ハピリンホール 9月16日（日）
四賢侯シンポジウム 福井市内 9月22日（土）
秋季特別展「皇室と越前松平家の名宝～明治美術の
きらめき～」（仮） 福井市立郷土歴史博物館 9月22日（土）～11月4日（日）
平成30年度秋季特別展「幕末維新の激動と福井」（仮） 福井県立歴史博物館 9月21日（金）～11月4日（日）
天体観望会　中秋の名月を見よう 福井市自然史博物館　天文台 9月24日（月・祝）
全国スポーツ写真展 アオッサ1階　アトリウム 9月25日（火）～10月4日（木）（予定）
国体開催記念イベント「おもてなし交流広場」（仮） 福井市にぎわい交流施設ハピテラス 9月28日(金）～29日（土)、10月13日（土）
養浩館庭園　秋のライトアップ 養浩館庭園 9月28日（金）～11月25日（日）の金・土・日・

祝日・祝前日
セーレンプラネット　企画展「宇宙国体2018」（仮） セーレンプラネット　多目的室 9月28日（金）～10月29日（月）（予定）
橘曙覧記念文学館秋季特別展
「独学吟―150年後へのメッセージ」 福井市橘曙覧記念文学館 9月28日（金）～12月9日（月）
ふくい県民総合文化祭ふれあいフェスティバル
「福井県川柳大会」 福井県県民ホール 9月29日（土）
宮ノ下コスモス広苑 宮ノ下コスモス広苑 9月29日（土）～10月21日（日）

10月7日（日）は福井コスモスまつり
養浩館庭園　秋のお茶席 養浩館庭園 9月29日（土）～11月18日（日）の土・日・祝日

と国体期間中の平日
プロジェクションマッピング 福井県庁舎 9月～10月
戦国歴史ロマンと豊かな自然を体感するハイキング
「朝倉たんさく隊」（仮） 福井市少年自然の家、一乗谷朝倉氏遺跡 9月初旬～中旬の日曜日
歴史講座「殿様たちは明治をどう生きたのか」 福井商工会議所コンベンションホール 9月中旬

福井市
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会場地 事　業　名 会　場 期　間
ふくい鮮いちば「秋の収穫祭」 ふくい鮮いちば 9月下旬
第48回福井県幼児画コンクール・入賞作品展 西武福井店、北陸銀行福井支店など各支店（予定） 作品募集：9月～10月

入賞作展示：11月～12月
養浩館庭園　庭カフェ 養浩館庭園 10月～11月の平日
愛宕坂灯の回廊～秋～ 愛宕坂 10月6日（土）～10月8日（月・祝）
秋季特別展「皇室と越前松平家の名宝～明治美術のきら
めき～（仮）」関連イベント　宮廷装束着装実演会 福井県国際交流会館　多目的ホール 10月7日（日）
平成30年度　茶道ふれあいフェスティバル 福井新聞社風の森ゾーン 10月21日（日）
天体観望会　後の月（十三夜の月）を見よう 福井市自然史博物館　天文台 10月21日（日）
桑原武夫展（仮） 福井県ふるさと文学館 10月27日（土）～12月24日（日・祝）
第51回吟舞の祭典 福井市文化会館 10月28日（日）
第32回長唄杵屋弥登悠会師籍45周年記念演奏会 ハピリンホール 10月上旬
幕末維新150年記念展（仮） 福井県立こども歴史文化館 10月下旬～12月上旬
愛宕坂茶道美術館企画展「漆芸をたのしむ」 福井市愛宕坂茶道美術館 11月1日（木）～31年2月26日（火）
第66回市民文化祭 フェニックスプラザ、福井市文化会館 11月3日（土・祝）～11月4日（日）
セーレンプラネット　第6回特別展「月のふしぎ」（仮） セーレンプラネット　多目的室 11月7日（水）～31年1月14日（月・祝）（予定）
第69回福井県総合美術展 福井県立美術館 11月9日（金）～11月21日（水）
天体観望会　天王星を見よう 福井市自然史博物館　天文台 11月10日（土）
坪田バレエ団附属坪田バレエスクール
バレエコンサート2018 福井市文化会館 11月10日（土）～11月11日（日）
第38回福井県各流合同能楽大会 ハピリンホール　能舞台 11月11日（日）
特別展「福井市を守るダムは今　その3　九頭竜川水
系（大野市）のダム」 福井市治水記念館 11月11日（日）～31年3月月31日（日）

※休館（月）祝日の場合は翌平日
第4回特別公開展　戦国城下町一乗谷の暮らし～守り
伝える文化財～ 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 11月15日（木）～31年4月23日（火）
ふくい県民総合文化祭　ふれあいフェスティバル
「華のフェスティバル2018」 ショッピングシティベル あじさいホール 11月16日（金）～11月19日（月）
2018ふくい詩祭 アオッサ8階、ウェルアオッサ 11月18日（日）
第12回全国高校生食育王選手権大会 福井県産業会館2号館 11月18日（日）
ふくい鮮いちば「4周年祭」 ふくい鮮いちば 11月上旬
歴史散歩「歴史の宝庫　清水へ」 賀茂神社ほか 11月
ふくい県民総合文化祭　ふれあいフェスティバル
「生活文化体験＆作家作品展」 ショッピングシティベル あじさいホール 12月8日（土）～12月9日（日）
福井県障がい者ハートフル文化祭 ショッピングシティベル あじさいホール 12月8日（土）～12月9日（日）
BJ10　第10回美術準備室展 福井市美術館（アートラボふくい） 12月18日（火）～12月24日（月）
第九を歌おう合唱のつどい（仮称） 福井市文化会館 12月23日（日）
第48回若越書道会展 福井県立美術館（予定） 12月（予定）
ミニ企画展　干支展～亥～ 福井市自然史博物館　1階ホール 12月中旬～31年1月下旬
国体・障スポ開催記念事業　一般向け行事
「壁井ユカコ氏講演会」 福井市立桜木図書館 未定
敦賀市立博物館　館蔵美術展示 敦賀市立博物館　3階展示室 通年（特別展期間、冬季は除く）
敦賀市立博物館　常設展 敦賀市立博物館　1，2階展示室 通年
みなとつるが山車会館 常設展（山車） みなとつるが山車会館 通年
みなとつるが山車会館 別館常設展（敦賀城主 大谷吉
継） みなとつるが山車会館　別館 通年
文化振興課分室　常設展示 敦賀市教育委員会文化振興課分室 通年　※休館（土・日・祝日・年末年始）
第15回生涯学習センター　自主学習教室文化祭 プラザ萬象 5月11日（金）～5月13日（日）
みなとつるが山車会館　バックヤードツアー みなとつるが山車会館 8月19日（日）予定
特別展「敦賀に散った天狗党」（仮） 敦賀市立博物館 9月22日（土）～10月21日（日）
敦賀まつり 敦賀市中心市街地一帯（氣比神宮周辺） 9月上旬（予定）
「奥の細道」つるが芭蕉紀行　第15回全国俳句大会 きらめきみなと館 10月21日（日）
観光物産inみなと敦賀 きらめきみなと館（予定） 10月上旬
敦賀港イルミネーション「ミライエ」 金ヶ崎緑地 11月3日（土・祝）～12月25日（火）
つるが鉄道フェスティバル きらめきみなと館 11月（予定）
箸のふるさと館WAKASA 箸のふるさと館　WAKASA 通年
山川登美子記念館　常設展示 山川登美子記念館 通年　※休館（火）祝日の場合は翌平日
「小浜西組」町家の一般公開 小浜町並み保存資料館、町並みと食の館、蓬嶋楼 通年
企画展示「和食～日本人の伝統的な食文化と小浜の食」 御食国若狭おばま食文化館 3月15日（木）～ 9月11日（火）
内外海　海のステージ 小浜市田烏区の棚田 5月12日（土）～5月13日（日）
小浜西組重伝建地区選定10周年記念事業 小浜西組地区内（常高寺、八幡神社、まちの

駅・旭座ほか） 6月10日（日）
「宝くじまちの音楽会」
南こうせつ with ウー・ファン～心のうたコンサート～ 小浜市文化会館 6月17日（日）
若狭マリンピア 白鳥海岸一帯 8月1日（水）
2018箸まつり 箸のふるさと館　WAKASA 8月4日（土）
杉田玄白「養生七不可」の紹介と健康食イベント 小浜市内 8月～11月

福井市

小浜市

敦賀市



－ 6 － － 7 －

会場地 事　業　名 会　場 期　間
福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会開催記念
「特集　スポーツを楽しもう！」 若狭図書学習センター 9月1日（土）～10月24日（水）
御食国若狭おばまYOSAKOI祭2018 御食国若狭おばま食文化館裏特設ステージほか 9月8日（土）～9月9日（日）
八幡神社例祭「放生祭」 八幡神社 9月15日（土）～9月16日（日）
ちりとてちん杯全国女性落語大会 まちの駅旭座、働く婦人の家 予選会：9月22日（土）

決勝大会：9月23日（日・祝）
平成30年度企画展「うきたつ人々～幕末若狭の祭
礼・風俗・世相～」（仮） 福井県立若狭歴史博物館 10月6日（土）～11月11日（日）
アナ・ヴィドヴィチ　ギターリサイタル 小浜市文化会館　大ホール 10月9日（火）
OBAMA食のまつり 御食国若狭おばま食文化館横 10月20日（土）～10月21日（日）
企画展「幕末・明治を生きた若狭小浜の偉人たち」(仮) 若狭図書学習センター 11月23日（金・祝）～11月29日(木)
大野市歴史博物館　常設展 大野市歴史博物館 通年
大野市民俗資料館　常設展 大野市民俗資料館 通年
和泉郷土資料館　常設展 和泉郷土資料館 通年　※休館（月）祝日の場合は翌平日、祝日

の翌日は休館
武家屋敷旧田村家　常設展 武家屋敷旧田村家 通年
武家屋敷旧内山家　常設展 武家屋敷旧内山家 通年
本願清水イトヨの里　常設展 本願清水イトヨの里 通年　※休館（月）祝日の場合は翌平日、祝日

の翌日は休館
越前大野城　常設展 越前大野城 4月1日（日）～11月30日（金）
笛資料館　常設展 笛資料館 4月1日（日）～11月30日（金）　※休館（月）

祝日の場合は翌平日
七間朝市山菜フードピア 七間通り 5月12日（土）～5月13日（日）
九頭竜新緑まつり 九頭竜国民休養地 5月19日（土）～5月20日（日）
企画展「良休の弟たち」（仮） 武家屋敷旧内山家 5月下旬～8月中旬
企画展「昭和43年1968」（仮） 大野市民俗資料館 6月下旬～8月下旬
歴史迷宮2018 大野市、勝山市、永平寺町 7月21日（土）～10月28日（日）（予定）
企画展「大野と日本各地の天然記念物」（仮） 本願清水イトヨの里 7月下旬～9月中旬　※休館（月）祝日の場合は

翌平日、祝日の翌日は休館
企画展「箱館戦争と田村家」（仮） 武家屋敷旧田村家 7月下旬～10月上旬
企画展「ジュラシック・アンモナイト―オックス
フォーディアンの海―」（仮） 和泉郷土資料館 7月下旬～11月上旬　※休館（月）祝日の場合は

翌平日、祝日の翌日は休館
企画展「藩政改革を支えた面谷銅山」 大野市歴史博物館 8月11日（土･祝）～9月9日（日）（第1期）
おおの城まつり 越前おおの結ステーションほか 8月12日（日）～8月16日（木）
結チャリde越前おおの 大野市役所ほか 8月25日（土）
越前おおの結の夜市 五番通り 9月8日（土）～9月9日（日）
企画展「藩政改革を支えた面谷銅山」 和泉郷土資料館 9月15日（土）～10月28日（日）（第2期）※休

館（月）祝日の場合は翌平日
六呂師高原アルプス音楽祭 ミルク工房奥越前 9月16日（日）～9月17日（月・祝）
良縁の樹イルミネーション「縁のあかり」 春日神社 9月30日（日）（予定）
第4回重陽の節句人形展 旧田村家、旧内山家、民俗資料館、藩主隠居

所、四季を彩る人形館 9月上旬～11月上旬
越前おおの産業と食彩フェア 大野市役所 10月20日（土）～10月21日（日）（予定）
第52回大野市総合文化祭 大野市文化会館　ほか 10月21日（日）～11月4日（日）（予定）
九頭竜紅葉まつり 九頭竜国民休養地 10月27日（土）～10月28日（日）
三大朝市物産まつり 七間通り 10月27日（土）～10月28日（日）
越前おおの小京都五番物産まつり 五番通り 11月3日（土・祝）～11月4日（日）
結の故郷越前おおの新そばまつり2018 大野市役所駐車場（予定） 11月中旬（予定）
福井県立恐竜博物館　常設展 福井県立恐竜博物館 通年
恐竜化石発掘体験 どきどき恐竜発掘ランド 3月下旬～11月中旬
第12回勝山城「清明茶会」 勝山城博物館 4月30日（月・祝）
野外恐竜博物館 野外恐竜博物館 4月下旬～11月上旬
かつやまディノパーク かつやまディノパーク 4月上旬～11月中旬

※毎月第2・第4水曜日はお休み
第13回越前勝山城絵画作品展「お城を描こう」 勝山城博物館　2階ホール 7月7日（土）～11月25日（日）
福井県立恐竜博物館　特別展 福井県立恐竜博物館 7月13日（金）～10月14日（日）（予定）
勝山城博物館・勝山市連携第5回共催展「重要文化財
木下家住宅改修記念特別展覧会」 勝山城博物館　4階企画展示室 7月中旬～9月30日（日）
世界に羽ばたく山口茜の紹介 はたや記念館ゆめおーれ勝山 7月～9月
福井羽二重の誕生と勝山の織物業（仮） はたや記念館ゆめおーれ勝山 7月～9月
まちづくり講座 勝山市内 7月上旬、10月上旬
日本のアスリートを支える勝山の繊維 はたや記念館ゆめおーれ勝山 9月～10月
林毛川と谷澤たま（仮） 勝山市立図書館 10月2日（火）～10月31日（水）
お城でゴスペルⅥ 勝山城博物館　2階ホール 10月7日（日）
まちなか巡りツアー 勝山市内 10月
間部詮勝と幕末維新の軌跡 鯖江市まなべの館 通年
貢進生　矢代操が見た新時代 鯖江市まなべの館 通年

小浜市

大野市

勝山市

鯖江市
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会場地 事　業　名 会　場 期　間
越前漆器ワークショップ うるしの里会館 通年　※休館（第4火曜日）祝祭日の場合は翌平日
めがねミュージアム めがねミュージアム 通年
さばえ落語フェスティバル 鯖江市文化センター 4月22日（日）
第9回さばえ菜花まつり エコファーム舟枝ほか 4月の土・日
河和田塗　越前漆器まつり2018 うるしの里会館 5月3日（木・祝）～5月4日（金・祝）
めがねのまちさばえ感謝祭 鯖江市文化センター、鯖江市総合体育館

（東公園一円） 6月9日（土）～6月10日（日）
ソノーレ・ウィンドアンサンブル
第26回定期演奏会 鯖江市文化センター 6月17日（日）
第59回九龍社書展 鯖江市嚮陽会館 7月27日（金）～7月29日（日）
鯖江市まなべの館企画展「コシノヒロコ展」（仮） 鯖江市まなべの館 8月3日（金）～9月9日（日）（予定）
第43回福井県吹奏楽Topコンサート 鯖江市文化センター 8月26日（日）
うるしの里プロジェクト（河和田アートキャンプ） 鯖江市河和田地区一円 8月～9月中旬
第28回福井県市町文協選抜芸能祭 鯖江市文化センター 9月9日（日）
人形劇「河の童―かわのわっぱ―」 鯖江市文化センター 9月15日（土）
越前漆器展覧会 うるしの里会館 9月初旬
河和田塗　越前漆器　山車・漆器まつり2018 うるしの里会館 9月中旬（予定）
さばえものづくり博覧会2018 鯖江市嚮陽会館 10月26日（金）～10月28日（日）
RENEW 鯖江市・越前市一円 10月下旬（予定）
第11回鯖江市美術展 鯖江市嚮陽会館 11月23日（金・祝）～11月27日（火）
市民参加型演劇「おしょりん」 鯖江市文化センター 11月25日（日）
ソノーレ・ウィンドアンサンブル　第14回冬の音楽会 鯖江市文化センター 12月16日（日）
RE market aキューブ 通年（毎月第1日曜日開催）
金津創作の森　一日体験 金津創作の森　創作工房、ガラス工房 通年
金津創作の森開館20周年記念　第9回森の作家展―出
会いをカタチに　20年目の森― 金津創作の森　アートコア 4月21日（土）～6月10日（日）
芦原温泉春まつり 芦原温泉街 4月29日（日・祝）
あわら宵市～ピンクフェスタ～ あわら温泉湯のまち広場 5月12日（土）
金津創作の森開館20周年記念　第18回金津創作の森
森のアートフェスタ 金津創作の森 5月12日（土）～5月13日（日）
第19回フレンチ・トースト・ピクニック2018 金津創作の森　アートコア 5月27日（日）
日中友好の象徴・藤野厳九郎（仮） 藤野厳九郎記念館 7月1日（日）～11月30日（金）
金津祭 旧金津町内 7月14日（土）～7月16日（月・祝）
金津創作の森開館20周年記念
やなせたかし―アンパンマンとメルヘンの世界― 金津創作の森　アートコア 7月14日（土）～10月8日（月・祝）
あわら湯かけまつり あわら湯のまち駅周辺 8月8日（水）～8月9日（木）
芦原温泉ものがたり～明治に生まれた名湯の軌跡～ あわら市郷土歴史資料館 9月22日（土）～11月25日（日）
うららん2018（着地型体験プログラム） あわら市、坂井市三国町各所 9月～10月
第21回金津創作の森クラフトマーケットwith　Sweets 金津創作の森 10月20日（土）～10月21日（日）
波松流木きらめきフェスタ　PUZZLE　2018 あわら市波松小学校 10月28日（日）
第15回あわら市民文化祭 あわら市中央公民館 11月3日（土・祝）～11月4日（日）（予定）
金津創作の森開館20周年記念　アートドキュメント
2018　クリヨウジ展（仮） 金津創作の森　アートコア 11月3日（土・祝）～12月16日（日）
武生公会堂記念館　常設展 越前市武生公会堂記念館 通年
越前市中央図書館　定例行事 越前市中央図書館 通年（毎週土曜日開催）
越前市今立図書館　定例行事 越前市今立図書館 通年（毎週土曜日開催）
ギャラリー窓2018展（後期展） 万葉菊花園、旧谷口家住宅ほか 4月1日（日）～4月30日（月・祝）
万葉恋歌ライブ 万葉の里味真野苑　恋人たちの聖地エリア 4月8日（日）
第30回記念今立現代美術紙展　1300展 越前市いまだて芸術館、大滝町周辺の民家や施設 4月21日（土）～5月13日（日）
読書のまちフェスティバル2018 越前市中央図書館、越前市今立図書館 4月22日（日）～5月13日（日）
紫式部・源氏物語関連企画展「光と影が織り成す源
氏物語　切り絵と竹灯篭展」 越前市武生公会堂記念館 4月27日（金）～6月3日（日）
岡太神社・大瀧神社1300年大祭記念事業「大瀧神社
の至宝」 紙の文化博物館 4月28日（土）～5月31日（木）
第26回国際丹南アートフェスティバル2018 ショッピングタウンシピィ　丹南アート特設美術館 4月29日（日・祝）～5月6日（日）
「式部とふじまつり」平安装束体験 紫式部公園 5月3日（木・祝）
第36回あじまの万葉まつり 万葉の里味真野苑 5月3日（木・祝）～5月4日（金・祝）
第2回シアターWATELA笑劇場「よろこびの歌」公演 越前市いまだて芸術館 5月20日（日）
第2回ふくいお茶フェスタin味真野 万葉菊花園、万葉の里味真野苑茶園 5月20日（日）
第21回万葉の里　短歌募集「あなたを想う恋のうた」 なし 7月1日（日）～10月31日（水）
夏休み企画展「越前和紙ペーパークラフトでつくる
世界の生き物展」 越前市武生公会堂記念館 7月6日（金）～9月2日（日）
第28回市民囲碁大会 コミュニティセンター柳荘 7月8日（日）
幼小中学生体験学習事業
越前の文化をたいけん「あそぼう・まなぼう」 越前市文化センター 7月28日（土）

あわら市

鯖江市

越前市
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合唱団「武生」第25回サロンコンサート＆第30回童
謡のつどい 越前市文化センター 8月5日（日）
第13回花筐薪能 越前市花筐公園 8月5日（日）
越前市サマーフェスティバル 越前市中心市街地一帯 8月13日（月）～8月15日（水）
第13回越前市民文学祭 表彰式：越前市福祉健康センター多目的ホール

（予定）
募集期間：8月20日（月）～9月25日（火）
表 彰 式：12月23日（日・祝）

武生国際音楽祭2018 越前市文化センター 9月9日（日）～9月16日（日）
岡太神社・大瀧神社1300年大祭記念事業
「山口マオ　原画展」（仮） 紙の文化博物館 9月15日（土）～10月21日（日）
第63回洗心書道展 ショッピングタウンシピィ2階ホール、1階催事場 9月21日（金）～9月23日（日・祝）
いわさきちひろ生誕100年記念特別展
「いわさきちひろ展」（仮） 越前市武生公会堂記念館 9月21日（金）～12月24日（月・祝）
たけふ菊人形 越前市武生中央公園 9月28日（金）～11月4日（日）
太鼓ふれあいフェスティバル 越前市いまだて芸術館 10月7日（日）
2018ものづくり体験＆クラフト展示販売inたけふ菊人形 越前市武生中央公園 10月13日（土）～10月14日（日）
第31回源氏物語アカデミー ホテルクラウンヒルズ武生ほか 10月19日（金）～10月21日（日）
越前げんきフェスタ事業 越前市いまだて芸術館ほか 10月20日（土）
第66回県学校対抗かるた選手権大会 越前市武道館 10月21日（日）
越前市民美術展 ショッピングタウンシピィ 10月または11月
越前市民いけばな展 未定 10月または11月
越前市民茶会 未定 10月または11月
越前市民文化展 未定 10月または11月
第37回菊花マラソン大会 スタート会場：武生西小学校

ゴール会場：武生第三中学校 11月3日（土・祝）
第9回味真野茶もみ唄全国コンクール 越前市いまだて芸術館 11月4日（日）
子ども美術展 越前市いまだて芸術館 11月9日（金）～11月14日（水）
子ども書道展 越前市いまだて芸術館 11月9日（金）～11月14日（水）
越前市民芸能祭 越前市文化センター 11月10日（土）～11月11日（日）
岡太神社・大瀧神社1300年大祭記念事業「鳥の子装
飾料紙」 紙の文化博物館 11月10日（土）～12月16日（日）
古文書にみる幕末の武生（仮） 越前市武生公会堂記念館 11月～12月末
たけのっ子劇場ミュージカル 越前市文化センター　大ホール 12月9日（日）
越前市立図書館　地域読書（まちどく）講演会 越前市中央図書館 未定
越前市立図書館　読書推進イベント（仮） 越前市中央図書館 未定
越前市図書館友の会講演会・イベント開催事業（仮） 越前市中央図書館 未定
福井県総合グリーンセンター 福井県総合グリーンセンター 通年
越前丸岡城 越前丸岡城 通年
一筆啓上日本一短い手紙の館 一筆啓上日本一短い手紙の館 通年
みくに龍翔館 みくに龍翔館 通年　※休館（水）
東尋坊 東尋坊 通年
丸岡城桜まつり 霞ヶ城公園、丸岡城駐車場（週末イベント日） 4月1日（日）～4月20日（金）
第26回一筆啓上賞　日本一短い手紙 なし 4月5日（木）～10月26日（金）
幕末福井の教育と他国修行・留学 ふくい教育博物館 4月14日（土）～6月3日（日）
三国祭 三國神社周辺 5月19日（土）～5月21日（月）
第4回坂井市産業フェア ハートピア春江 6月1日（金）～6月3日（日）
ゆりフェスタ2018 ゆりの里公園 6月1日（金）～6月30日（土）
坂井市子ども文化祭 ハートピア春江 6月30日（土）～7月1日（日）
幕末明治を感じる！健康ウォーク 坂井市内 7月～9月
はるえイッチョライでんすけ祭り ハートピア春江 7月下旬
第6回北陸三県高校生現代アートビエンナーレ ONOメモリアル、瀧谷寺、三國神社、丸岡城、一

筆啓上日本一短い手紙の館 8月9日（木）～9月9日（日）
三国花火大会 三国サンセットビーチ 8月11日（土・祝）
夏休みわくわく体験スクール 福井県総合グリーンセンター 8月11日（土・祝）～8月12日（日）
丸岡古城まつり 丸岡城、ふれあい広場周辺 8月12日（日）
三國湊帯のまち流し 三国町旧市街地各地～駅前通り 9月1日（土）※雨天の場合9月2日（日）
福井県市町文協選抜美術展 ハートピア春江 9月1日（土）～9月3日（月）
幕末初年の小学校教育と教科書・教員 ふくい教育博物館 9月15日（土）～11月11日（日）
郷土史研究講座 坂井市内 9月
幕末維新の知られざるヒーローたち
―坂井市域の群像とゆかりの品々―（仮） みくに龍翔館 10月27日（土）～12月2日（日）
坂井市民文化祭 みくに未来ホールほか 10月下旬～11月上旬
第41回全国小・中学生競技かるた選手権福井大会 坂井市三国町内（予定） 11月頃（予定）
そばの里丸岡新そばまつり いきいきプラザ霞の郷 11月中旬（予定）
第70回福井県音楽コンクール 受賞者演奏会 みくに未来ホール 12月下旬

坂井市

越前市



－ 8 － － 9 －

会場地 事　業　名 会　場 期　間
春の永平寺参ろーど禅ウォーキング 永平寺参ろーど 6月17日（日）
九頭竜フェスティバル　永平寺大燈籠ながし 永平寺河川公園 8月25日（土）
御像祭（祭礼催事） 松岡天龍寺境内 8月27日（月）～8月28日（火）
まつおかのものづくり（仮） えい坊館 9月～11月のうち1か月間
秋の永平寺参ろーど禅ウォーキング 永平寺参ろーど 10月21日（日）
永平寺町文化祭 緑の村ふれあいセンター、緑の村四季の森文化館 11月3日（土・祝）～11月4日（日）
浄法寺山紅葉登山 浄法寺山青少年旅行村・浄法寺山 11月4日（日）
祖跡巡拝登山 祖跡コース 11月10日（土）
池田大祭 須波阿須疑神社 6月9日（土）～6月11日（月）
水戸天狗党　池田を通る 能楽の里文化交流会館 7月～8月
今庄まちなみ情報館 今庄まちなみ情報館 通年
河野うめまつり 河野シーサイドパーク駐車場 6月中旬
第14回南越前町花はす早朝マラソン大会 ウォーターランド南条周辺 7月22日（日）
海上物流の近代化を図った先人を紹介 北前船主の館右近家 7月～9月
街道浪漫今庄宿 北国街道・JR今庄駅周辺 9月16日（日）（予定）
宿場町・鉄道のまち今庄企画展 昭和会館 9月～10月
旧国鉄北陸線ウォーキング大会 今庄～敦賀間旧北陸線トンネル群

集合場所：今庄サイクリングターミナル前 10月28日（日）（予定）
灯りゃんせ 北前船主の館右近家ほか 10月上旬
中村家住宅特別公開 中村家住宅 10月上旬
花のOMOTENASHI vol.2 草月陶房 5月26日（土）～5月27日（日）
第38回越前陶芸まつり 越前陶芸村 5月26日（土）～5月28日（月）
第30回越知山泰澄トレイル 越知山泰澄トレイルコース 5月27日（日）
越前みなと大花火 越前漁港広場 7月14日（土）
第43回あさひまつり 越前町役場前　おまつり広場 7月下旬土曜・日曜（予定）
おたまつり&O・TA・I・KO響2018 オタイコ・ヒルズ 8月25日（土）
越前さかなまつり 越前漁港広場 9月中旬
幕末明治期の越前町（仮） 越前町織田文化歴史館 10月上旬～12月上旬
第11回越知山泰澄ウォーク 越前町越知山泰澄の道　登山コース 11月3日（土・祝）
ふくい県民総合文化祭「第13回吟詠剣詩舞の祭典」 越前陶芸村文化交流会館 11月23日（金・祝）
天心茶会 越前古窯博物館 11月上旬
越前かにまつり 道の駅越前駐車場 11月中旬
越前海岸水仙まつり 越前海岸一帯（越前町・南越前町・福井市） 12月中旬～31年1月下旬
若狭国吉城歴史資料館　常設展 若狭国吉城歴史資料館 通年
美浜町歴史文化館　常設展 美浜町歴史文化館 通年
伝統芸能公演（仮） 美浜町生涯学習センターなびあす 4月29日（日・祝）
早瀬子供歌舞伎 日吉神社ほか 5月5日（土・祝）
アルパカ・ジャズオーケストラ 美浜町生涯学習センターなびあす 6月（予定）
知識と技術と実践で若狭の農を支えた偉人　―伊藤正作
― 美浜町歴史文化館 7月4日（水）～11月18日（日）
男声合唱団サミットinみはま 美浜町生涯学習センターなびあす 7月15日（日）
前期：明治の佐柿と三方郡役所（仮）
後期：幕末の佐柿と水戸天狗党（仮） 若狭国吉城歴史資料館 7月下旬～12月28日（金）
王様の耳はロバの耳 美浜町生涯学習センターなびあす 8月4日（土）
なびあすキッズデー「コメディクラウンサーカス」 美浜町生涯学習センターなびあす 8月18日（土）
みはまナビフェス2018　文化部門 美浜町生涯学習センターなびあす 11月3日（土・祝）～11月4日（日）
美浜美術展 美浜町生涯学習センターなびあす 11月（予定）
人権のつどい 美浜町生涯学習センターなびあす 12月8日（土）
高浜町漁村文化伝承館 高浜町漁村文化伝承館 通年　※休館（月・火）
よこつみ農苑ピクニック 高浜町横津海地区 4月下旬
ふれあい広場 城山公園 5月27日（日）
和田de路地祭 高浜町和田一円 6月30日（土）～7月1日（日）
若狭たかはま漁火想 若宮海水浴場 7月21日（土）（予定）
ZEN高僧のふるさとツアー 高浜町内 7月～9月
若狭高浜花火大会 若狭和田ビーチ、城山海水浴場 8月1日（水）
郷土の偉人　―高僧　釈 宗演― 高浜町郷土資料館 9月29日（土）～10月28日（日）
若狭高浜はまなすマラソン はまなす公園 10月28日（日）
釈宗演没100年記念式典（釈宗演顕彰碑除幕式・記念
講演会）

除幕式：高浜公民館
講演会：高浜町文化会館 10月28日（日）

若狭高浜ふぐまつり・高浜町産業まつり 若狭たかはまエルドらんど 11月3日（土・祝）
来てミナーレ内浦 ヒロセオートキャンプ場 未定

池田町

南越前町

越前町

高浜町

美浜町

永平寺町



－ 10 － － 11 －

会場地 事　業　名 会　場 期　間
きのこの森 きのこの森 通年
おおい町暦会館　常設展 おおい町暦会館 通年
名田庄文七踊大会 おおい町里山文化交流センター駐車場 7月中旬～下旬の土曜日
第24回若狭おおいのスーパー大火勢 うみんぴあ大飯 8月4日（土）
動乱の時代を歩く
～日本思想史の源流たる若狭の禅僧～（仮） 若洲一滴文庫 8月22日（水）～11月26日（月）
ふるさと踊りフェスティバル 未定 8月上旬（予定）
暦イベント「日本の伝統を観る夕べ」 頭巾山青少年旅行村（流星館コンベンションホー

ル） 9月8日（土）
里山まつり2018 おおい町里山文化交流センター 10月下旬の日曜日
若狭町歴史文化館　常設展 若狭町歴史文化館 通年
若狭三方縄文博物館　常設展 若狭三方縄文博物館 通年
佐久間勉の生きた時代（仮） 佐久間記念交流会館 4月15日（日）～11月30日（金）
佐久間艦長遺徳顕彰式典 佐久間艇長顕彰碑前（若狭町北前川） 4月中旬
若狭・三方五湖ツーデーマーチ 若狭さとうみパーク 5月19日（土）～5月20日（日）
親子で楽しむ　はじめてのバレエ パレア若狭音楽ホール 6月24日（日）
幸田浩子＆Ｊスコラーズ
世界と日本の名曲アルバムコンサート パレア若狭音楽ホール 7月21日（土）
語り部と歩む歴史探訪ツアー 若狭町内 7月～9月
若狭ブラスフェスタ2018 パレア若狭音楽ホール 8月19日（日）（予定）
年縞博物館開館記念事業 福井県年縞博物館 9月～12月31日（月）　※休館（火）
第19回熊川いっぷく時代村 若狭鯖街道熊川宿内一帯 10月7日（日）
第12回福祉と文化の祭典
ハート＆アートフェスタ2018（仮） パレア若狭・若狭町歴史文化館 10月20日（土）～10月21日（日）（予定）
伝統文化のつどい パレア若狭音楽ホール 10月20日（土）または10月21日（日）
若狭町文化祭 パレア若狭 10月下旬～11月上旬（予定）
純名里沙withオーケストラ・アンサンブル金沢 パレア若狭音楽ホール 12月1日（土）または12月2日（日）

県内各地 創業150年以上の老舗めぐり 県内各地 7月～10月

おおい町

若狭町


