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江戸時代の衣装（大名行列、馬威し、打掛、浴衣等）や鎧兜（土曜日午後のみ）の着付け体験ができます。
◦期間　4月1日㊊～12月27日㊍の土日祝日と福井市内の小

学校の春休み・夏休み・冬休み期間の開館日
◦会場　福井市立郷土歴史博物館
◦時間　10：00～12：00、13：00～16：00（受付は午前・午後とも終了の30分前まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井市立郷土歴史博物館　☎ 0776-21-0489

福井藩・越前松平家に伝来した史料群「松平文庫」の中から、幕末明治に
関するテーマを設け展示を行います。
◦期間　2月23日㊎～12月26日㊌　※休館曜日（月）
◦会場　福井県立図書館
◦時間　9：00～19：00（土・日・祝は18：00まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県立図書館　☎ 0776-33-8860

栄華を極めた戦国大名朝倉氏の城下町を復原。武家屋敷や職人の町屋など
が広がっていた様子を再現しています。
◦期間　通年 ※年末を除く　　◦会場　一乗谷朝倉氏遺跡復原町並
◦時間　9：00～17：00（入場は16：30まで）
◦料金　大人210円（大会関係者：大人150円）、中学生以下・70

歳以上は無料　※20名以上団体割引あり
問合せ 　一乗谷朝倉氏遺跡管理事務所　☎ 0776-41-2173

江戸時代に建てられた民家5棟と板倉1棟をそのまま移築・復原しています。
◦期間　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）、12月28日㊎～12月31日㊊
◦会場　福井市おさごえ民家園
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　大人100円（大会関係者：無料）※20名以上の団体は１名50円
問合せ 　福井市文化財保護課　☎ 0776-35-1015

「発掘・発見・発信」をテーマに、福井市内各地の発掘調査で出土したさま
ざまな遺物を展示しています。
◦期間　通年　※休館（土・日・祝）、12月29日㊏～12月31日㊊、但し

夏休み期間中は無休
◦会場　福井市文化財保護センター
◦時間　9：00～17：00　　◦料金　無料
問合せ 　福井市文化財保護課　☎ 0776-35-1015

日本一の解像度を誇るリアル8Kドームシアターでは、小さな星まで忠実に再現したプラネタリウムが楽しめます。
◦期間　通年　※休館（火・第２水曜日）祝日の場合は翌平日
◦会場　セーレンプラネット ドームシアター
◦時間　10：00～18：30（金・土・祝前日は21：00まで）
◦料金　大人600円、高校生および学生500円、中学生以下300円、3歳未満・

障がい者および付添いの方1名は無料（大会関係者：50円引き）
問合せ 　セーレンプラネット　☎ 0776-43-1622

宇宙・天文の博物館。広大で謎に満ちた宇宙の魅力を身近に・わかりやすく・楽しく学ぶことができます。
◦期間　通年　※休館（火・第２水曜日）祝日の場合は翌平日
◦会場　セーレンプラネット 常設展示室
◦時間　10：00～18：30（金・土・祝前日は21：00まで）
◦料金　大人400円、高校生および学生300円、中学生以下・70歳以上・

障がい者および付添いの方1名は無料（大会関係者：50円引き）
問合せ 　セーレンプラネット　☎ 0776-43-1622

人と自然の関わりをテーマに、足羽山自然大図鑑・郷土のおいたち・郷土
の自然の3つのコーナーで展示。
◦期間　通年　　◦会場　福井市自然史博物館 １階常設展示室
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　大人100円、中学生以下・70歳以上・障がい者および付添い

の方１名は無料（大会関係者：無料）※20名以上の団体は半額
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

福井県内外で活躍する様々なアーティストが毎月ハピリンから発信するス
ペシャルイベントです。
◦期間　通年（毎月第３金曜日開催）
◦会場　ハピリンホール
◦時間　19：20～
◦料金　大人1000円（当日1500円）、高校生以下500円
問合せ 　福井市にぎわい交流施設ハピテラス・ハピリンホール　☎ 0776-20-2901

001 home town live 010 歴史体験スペース へんしん越前屋

009 松平文庫テーマ展 全5回「忍者」「史書」「地震」「手紙」「新聞」

008 一乗谷朝倉氏遺跡 復原町並

福井市ゆかりの日本近代彫刻家で、文筆家、思想家としても活躍した高田博厚の彫刻作品を展示。
◦期間　通年
◦会場　福井市美術館［アートラボふくい］
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　一般・大学生・高校生100円（大会関係者：一般・大学生・高校生50円）、中学

生以下・70歳以上・障がいのある方は無料　※団体20名以上は1名50円
問合せ 　福井市美術館［アートラボふくい］　☎ 0776-33-2990

007 福井市美術館 常設展「高田博厚の世界展」

006 福井市おさごえ民家園

005 福井市文化財保護センター

004 セーレンプラネット ドームシアター

003 セーレンプラネット 常設展示

002 福井市自然史博物館 常設展

鯖江市

越前市

敦賀市

美浜町

若狭町

高浜町
小浜市

越前町

池田町

勝山市

大野市

坂井市

あわら市

おおい町

南越前町

福井市
永平寺町

福井・
永平寺エリア
福井・
永平寺エリア

語り部が「継体天皇のインフラ事業」や「岩佐又兵衛の謎」など、福井郷
土の歴史を扱った講座を行います。

◦期間　4月～3月（10回程度）
◦会場　福井市愛宕坂茶道美術館
◦時間　各講座による
◦料金　無料
問合せ 　（公財）歴史のみえるまちづくり協会　☎ 0776-35-0855

幕末明治期の福井に関する講演会を開催します。

◦期間　4月～10月
◦会場　ユー・アイふくい
◦時間　各講座による
◦料金　各講座による
問合せ 　福井県生活学習館（ユー・アイ ふくい）　☎ 0776-41-4206

子どもが田んぼ・畑に親しんでいる様子を写真に収め、農業の大切さや魅
力を伝える写真コンテストを実施。
◦期間　4月16日㊊～9月28日㊎
◦会場　なし
◦時間　終日
◦料金　無料
問合せ 　福井県食料産業振興課　☎ 0776-20-0417

夜間に博物館を無料開館。屋上から福井市街の夜景を楽しむことができ
ます。8月はフェニックス花火の日に実施します。
◦期間　4月7日㊏～4月8日㊐、8月上旬、10月上旬
◦会場　福井市自然史博物館
◦時間　18：30～21：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

014 なるほど福井！市民歴史講座

013 福井ライフアカデミー

012 第3回ふくいの田んぼでスマイル写真コンテスト

011 福井市自然史博物館 ナイトミュージアム

福 井 市……001〜091
永平寺町……092〜096

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

曙覧館に収蔵されている書画を中心に展示。歌だけでなく書にも才能を発
揮していた橘曙覧について紹介します。
◦期間　5月17日㊍～9月24日㊊
◦会場　福井市橘曙覧記念文学館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人100円（大会関係者：無料）
問合せ 　福井市橘曙覧記念文学館　☎ 0776-35-1110

015 橘曙覧記念文学館企画展「館蔵品展」
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池田町で建設中の足羽川ダムについて、工事の進捗状況や現地の動植物な
どを写真を中心に展示します。
◦期間　6月15日㊎～10月31日㊌　※休館㊊ 祝日の場合は翌平日
◦会場　福井市治水記念館
◦時間　9：00～17：00（入館は16:30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井市治水記念館　☎ 0776-33-0278

幕末から明治期にかけての福井各地の町並みや建物などを描いた銅版画や
写真を紹介します。
◦期間　6月3日㊐～9月30日㊐
◦会場　福井県立歴史博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16:30まで）
◦料金　一般・大学生100円、70歳以上・高校生以下無料
問合せ 　福井県立歴史博物館　☎ 0776-22-4675

国体・障スポの競技に関する図書の特設コーナーを設置します。
◦期間　6月1日㊎～10月10日㊌
◦会場　福井市立図書館　１階特設コーナー
◦時間　火・土・日10：00～17：15、水・木・金10：00～19：00

※夏休み期間中の水・木曜日9：30～19：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市立図書館　☎ 0776-20-5000

018 特別展「福井市を守るダムは今 その２ 足羽川水系のダム」

017 写真展「幕末明治 福井のすがた」

016 国体・障スポ開催記念事業「図書の特設」

マンガの歴史とそこに描かれた先人たちの姿を紹介します。

◦期間　7月21日㊏～9月9日㊐　※9月3日㊊休館
◦会場　福井県立こども歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県立こども歴史文化館　☎ 0776-21-1500

023 マンガ～その歴史と描かれた先人たち～

福井市在住の昆虫研究家・下野谷豊一氏のコレクションから巨大な昆虫や美しい昆虫などを選りすぐって展示。
◦期間　7月21日㊏～9月2日㊐
◦会場　福井市自然史博物館 ２階特別企画展示室
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　大人100円、中学生以下・70歳以上・障がい者および付添

いの方1名は無料（大会関係者：無料）※20名以上の団体は半額
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

「東海道五十三次」全作品と、「名所江戸百景」の代表作を中心に、広重の作品の魅力を紹介します。
◦期間　7月21日㊏～9月2日㊐
◦会場　福井市美術館［アートラボふくい］
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　一般1200円、大学生・高校生800円、小中学生500円

（大会関係者：一般1100円、大学生・高校生700円、小中学生400円）
問合せ 　福井市美術館［アートラボふくい］　☎ 0776-33-2990

朝倉氏滅亡後、城下町繁栄の歴史が一乗谷の住民にどのように伝えられてきたのか紹介します。
◦期間　7月14日㊏～9月11日㊋
◦会場　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人100円、高校生以下・70歳以上無料

（大会関係者：2割引き）※20名以上の団体は1名80円
問合せ 　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　☎ 0776-41-2301

2018年8月に大接近を迎える火星をテーマに、火星の観測や探査についての解説展示を行います。
◦期間　7月13日㊎～9月2日㊐
◦会場　セーレンプラネット 多目的室
◦時間　10：00～18：30（金・土・祝前日は21：00まで）
◦料金　大人400円、高校生および学生300円、中学生以下・

70歳以上・障害のある方および付添いの方は1名無料
問合せ 　セーレンプラネット　☎ 0776-43-1622

022 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！～」

021 企画展 平木コレクション『歌川広重の世界』−保永堂版東海道五十三次と江戸の四季−

020 第2回特別公開展 今に受け継がれた朝倉氏の記憶

019 特別展 火星探検に行こう！

県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館提供

《東海道五十三次之内 日本橋 朝之景》
歌川広重

030 発掘！― 明治を拓いた意外な福井藩士たち
日本を切り拓いた福井藩士の中でも、あまり知られていない人物を取りあ
げ、その職歴・事績を紹介します。
◦期間　8月24日㊎～10月24日㊌　※休館㊊
◦会場　福井県文書館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県文書館　☎ 0776-33-8890

当館の天文台で、約15年ぶりに地球に大接近する火星を観望します。

◦期間　8月12日㊐、9月1日㊏
◦会場　福井市自然史博物館　天文台
◦時間　19：30～21：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

029 天体観望会　大接近の火星を見よう

幕末明治期の福井の姿や先人たちを映像で紹介します。

◦期間　8月10日㊎～11月30日㊎
◦会場　福井県立歴史博物館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般100円、高校生以下・70歳以上は無料　※団体は2割引き
問合せ 　福井県文化振興課　☎ 0776-20-0580

028 映像で見る幕末明治福井館

前回の福井国体と東京オリンピックの資料を展示します。

◦期間　8月1日㊌～10月31日㊌
◦会場　福井県立こども歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県立こども歴史文化館　☎ 0776-21-1500

江戸時代末期～明治時代初期にかけて活躍した女流作家・大田垣蓮月の作
成した茶道具を展示します。
◦期間　8月1日㊌～10月29日㊊
◦会場　福井市愛宕坂茶道美術館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人100円、中学生以下・70歳以上無料（大会関係者：無料）
問合せ 　福井市愛宕坂茶道美術館　☎ 0776-33-3933

スポーツに熱中した作家やスポーツを描いた文学を紹介します。競技360
度VR映像や東京オリンピックの表彰台もあります。
◦期間　7月21日㊏～10月14日㊐
◦会場　福井県ふるさと文学館
◦時間　平日9：00～19：00　土・日・祝日9：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県ふるさと文学館　☎ 0776-33-8866

027 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

026 愛宕坂茶道美術館企画展「大田垣蓮月の茶道具」

024 夏季企画展「スポーツと文学」

どなたでも参加できる俳句大会です。

◦期間　8月29日㊌～10月28日㊐
◦会場　福井市地域交流プラザ　アオッサ６階会議室
◦時間　10：00～16：00
◦料金　投句料1000円（大会関係者：無料）
問合せ 　福井県俳句作家協会　☎ 0776-52-8198

032 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」

70年の歴史を重ねてきた音楽コンクールです。
◦期間　予選会：8月25日㊏、26日㊐

本選会：10月20日㊏、21日㊐
◦会場　ハーモニーホールふくい、株式会社青山ハープ
◦時間　10：00～
◦料金　無料
問合せ 　福井県音楽コンクール運営委員会　☎ 070-5060-0592

031 第70回福井県音楽コンクール　予・本選会

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

幕末明治期の福井について、ネットで検定を実施します。合格者には抽選
で記念品をプレゼント。
◦期間　8月1日㊌～8月31日㊎、10月1日㊊～10月31日㊌
◦会場　なし
◦時間　終日
◦料金　無料
問合せ 　福井県文化振興課　☎ 0776-20-0580

025 幕末明治ふくい検定

スポーツに関する絵本や小説、スポーツ選手の伝記などスポーツをテーマにした本を集めます。
◦期間　子ども室特集コーナー：8月31日㊎～10月17日㊌

一般特集コーナー：8月31日㊎～9月27日㊍
◦会場　福井県立図書館
◦時間　9：00～19：00（土・日・祝は18：00まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県立図書館　☎ 0776-33-8860

033 国体の秋！スポーツを読もう
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戦国時代の山城と城下町を走る、日本唯一の遺跡トレイルランです。
◦期間　9月16日㊐
◦会場　一乗谷朝倉氏遺跡唐門前特設広場
◦時間　8：30～14：30
◦料金　ロングの部は5500円、ショートの部は5000円、

ちびっ子の部は無料
問合せ 　一般社団法人朝倉氏遺跡保存協会　☎ 0776-41-2330

041 朝倉トレイルラン2018

「越前一乗住兼則」の銘を持つ一乗谷で作られた刀などを展示するほか、館蔵の赤羽刀を研磨
修復し初公開。
◦期間　9月15日㊏～11月11日㊐　◦会場　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人100円、高校生以下・70歳以上無料

※20名以上の団体は1名80円（大会関係者：2割引き）
問合せ 　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　☎ 0776-41-2301

040 第3回特別公開展　戦国の輝き～朝倉氏ゆかりの名刀降臨～

大自然の驚異や異国の多様な暮らしや文化など、地球の姿をありのままに捉えた写真約200点を紹介。
◦期間　9月15日㊏～11月4日㊐
◦会場　福井市美術館［アートラボふくい］
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　一般900円、大学生・高校生600円、小中学生300円

（大会関係者：一般800円、大学生・高校生500円、小中学生200円）
問合せ 　福井市美術館［アートラボふくい］　☎ 0776-33-2990

039 企画展『ナショナル ジオグラフィック写真展 地球の真実』

隔年で開催しているいけばな展です。

◦期間　9月15日㊏～9月16日㊐
◦会場　福井県国際交流会館
◦時間　10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　華道家元池坊福井中央支部　☎ 0776-35-1287

038 平成30年度池坊福井中央支部いけばな展

日本近代奇術の祖である松旭斎天一が当時興行した水芸、手妻などを披露
します。

◦期間　9月9日㊐
◦会場　福井市日之出小学校体育館
◦時間　14：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県立こども歴史文化館　☎ 0776-21-1500

037 松旭斎天一メモリアル　藤山新太郎さんの水芸

三絃・箏・尺八による三曲合奏形式により、古典から現代曲に及ぶ幅広い
内容の邦楽曲12曲を演奏披露します。
◦期間　9月2日㊐
◦会場　ハーモニーホールふくい　小ホール
◦時間　13：00～16：30
◦料金　無料
問合せ 　福井県三曲協会　☎ 0778-62-2933

036 第48回 琴と尺八

縄文時代から近代までの福井の歴史を解説する常設展示室や松平家史料展示室等があります。
◦期間　通年　※年末年始展示替時を除く　◦会場　福井市立郷土歴史博物館
◦時間　9：00～19：00（入館は18：30まで）

※11月7日～12月27日は17：00まで（入館は16：30まで）
◦料金　一般210円（大会関係者：一般160円）、中学生以下・70

歳以上・障がいのある方は無料
問合せ 　福井市立郷土歴史博物館　☎ 0776-21-0489

035 福井市立郷土歴史博物館　平常展示

《アシカの楽園》デビッド･デュビレ ／
National Geographic Creative

県立一乗谷朝倉氏
遺跡資料館提供

福井のこだわり食材や地元素材を使った食の名産品、伝統料理など、福井
でしか味わえない“とっておき”の逸品を一堂に集め販売。
◦期間　9月28日㊎～10月9日㊋
◦会場　西武福井店　6階催事場ほか
◦時間　10：00～19：30
◦料金　無料
問合せ 　福井県産業政策課　☎ 0776-20-0364

050“ふくいのとっておき”フードフェア

福井の食や文化で福井市らしいおもてなしを実施し、来訪者と市民の交流の場を創出します。
◦期間　9月28日㊎～9月29日㊏、10月12日㊎
◦会場　福井市にぎわい交流施設ハピテラス
◦時間　9月28日・10月12日は16：00～21：00、

9月29日は10：00～21：00（予定）
◦料金　無料
問合せ 　「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会福井市実行委員会　☎ 0776-50-2503

049 「福井市国体・障スポ交流ひろばイベント」はぴっまつり～ふくいの「食」と「文化」でおもてなし大作戦～

「スポーツ」をテーマとして、毎年開催されている「全国スポーツ写真コン
クール」の入賞作品を展示します。
◦期間　9月25日㊋～10月4日㊍
◦会場　アオッサ１階　アトリウム
◦時間　7：30～23：30（アオッサの開館時間に準ずる）
◦料金　無料
問合せ 　特定非営利活動法人日本スポーツ芸術協会　☎ 03-5923-7751

048 全国スポーツ写真展

当館の天文台で、旧暦8月15日の月「中秋の名月」を観望します。

◦期間　9月24日㊊
◦会場　福井市自然史博物館　天文台
◦時間　19：30～21：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

047 天体観望会　中秋の名月を見よう

越前松平家に伝来した皇室ゆかりの品々や、明治期の日本美術界を代表する帝室技芸員らによる美術工芸品を展示。
◦期間　9月22日㊏～11月4日㊐　※10月1日㊊、10月15日㊊休館
◦会場　福井市立郷土歴史博物館
◦時間　9：00～19：00（入館は18：30まで)
◦料金　一般700円、大学生・高校生500円（大会関係者：一般560円、大学生・

高校生400円）、中学生以下・70歳以上・障がいのある方は無料
問合せ 　福井市立郷土歴史博物館　☎ 0776-21-0489

044 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―」

福井県立美術館のコレクションを中心に、福井ゆかりの幕末明治期の美術
を紹介します。
◦期間　9月22日㊏～11月1日㊍
◦会場　福井県立美術館
◦時間　9：00～17：00（入場は16：30まで）
◦料金　大人100円、高校生以下無料（大会関係者：2割引き）
問合せ 　福井県立美術館　☎ 0776-25-0452

043 幕末明治のアートシーン～福井ゆかりの作家と同時代の巨匠の作品から～

四賢侯の交流と絆、その歴史的役割などを福井県、鹿児島県、高知県、愛
媛県の研究者が語り合います。
◦期間　9月23日㊐
◦会場　ハピリンホール
◦時間　13：30～15：30
◦料金　無料
問合せ 　福井県ブランド営業課　☎ 0776-20-0762

046 四賢侯シンポジウム

幕末維新期の激動する政局のなか、福井の諸藩がいかなる人材を
輩出し、維新や日本の近代化にどう影響を与えたか紹介します。
◦期間　9月22日㊏～11月4日㊐
◦会場　福井県立歴史博物館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般500円、大学生・高校生400円、小中学生300円、70歳以上300円　※団体は2割引き（大会関係者：2割引き）
問合せ 　福井県立歴史博物館　☎ 0776-22-4675

045 平成30年度秋季特別展「幕末維新の激動と福井」

明治天皇御料御引直衣

横山大観「老君出関（部分）」

坂本龍馬書状（個人蔵）

平成27年に60年の歴史を閉じ解散した福井箏曲幹部会の有志で結成した「ながつき
会」会員による演奏会です。
◦期間　9月16日㊐
◦会場　ハピリンホール
◦時間　13：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　筝曲宮城社ながつき会　☎ 0776-23-7851

042 第2回箏曲宮城社ながつき会演奏会

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

教科書では描かれない明治維新の真相を、新たな切り口から分かりやすく解説
します。
◦期間　9月1日㊏
◦会場　福井商工会議所コンベンションホール
◦時間　14：00～15：30
◦料金　無料
問合せ 　（公財）歴史のみえるまちづくり協会　☎ 0776-35-0855

034 歴史講座 異説で読み解く明治維新「天皇・幕府と松平春嶽」

講師：河合 敦 氏

天体を選手に置き換えて、様々なランキングで競い合う形式でパネル展示を行います。
◦期間　9月28日㊎～10月29日㊊
◦会場　セーレンプラネット　多目的室
◦時間　10：00～18：30（金・土・祝前日は21：00まで）
◦料金　大人400円、高校生および学生300円、中学生以下・

70歳以上・障がい者および付添いの方1名は無料
問合せ 　セーレンプラネット　☎ 0776-43-1622

051 セーレンプラネット 企画展「（仮題）宇宙国体2018」
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県内の幼稚園、保育園（所）、こども園に在籍する3～5歳児を対象に、自
由な形式で作品を募集します。
◦期間　作品募集：9月～10月、入賞作展示：11月～12月
◦会場　西武福井店、北陸銀行福井支店など各支店
◦時間　10：00～17：00
◦料金　無料　※コンクール出品料は1点につき100円
問合せ 　福井新聞社事業局　☎ 0776-57-5180

061 第48回福井県幼児画コンクール・入賞作品展

福井新聞社提供

一般の方に常時開放している「ふくい鮮いちば」では、市場の新鮮な食材
を提供しています。実りの秋をテーマに食のイベントを行います。
◦期間　9月下旬
◦会場　ふくい鮮いちば
◦時間　8：30～14：30
◦料金　無料
問合せ 　福井市中央卸売市場　☎ 0776-53-0001

060 ふくい鮮いちば「秋の収穫祭」

戦国ゆかりの地「一乗谷朝倉氏遺跡」を巡り、歴史ロマンを感じながら豊
かな自然を満喫してもらうハイキングです。
◦期間　9月初旬～中旬の日曜日
◦会場　福井市少年自然の家、一乗谷朝倉氏遺跡
◦時間　9：00～15：00　◦料金　500円～1000円（予定）
問合せ 　福井市教育委員会事務局青少年課少年自然の家

☎ 0776-41-3660

059 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」

福井の魅力を紹介する映像をプロジェクションマッピングにより上映。福
井の美味しい食を楽しむイベントも。
◦期間　9月30日㊐～10月11日㊍、10月14日㊐、10月15日㊊
◦会場　福井県庁
◦時間　18：00～20：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県地域交流推進課　☎ 0776-20-0759

058 福井城址しあわせプロジェクションマッピング

養浩館庭園の建物内で、抹茶や煎茶を体験できます。1席500円。
◦期間　9月29日㊏～11月18日㊐の土・日・祝日と国体期間中の平日

※10月11日㊍は除く
◦会場　養浩館庭園
◦時間　10：00～16：30（11月10日～16：00まで、茶券販売は30分前まで）
◦料金　大人210円（大会関係者：無料）※お茶席は1席500円
問合せ 　福井市文化振興課　☎ 0776-20-5367

057 養浩館庭園　秋のお茶席

東京ドーム約４個分の休耕田にコスモス約一億本を栽培しています。

◦期間　9月29日㊏～10月21日㊐、10月7日㊐は福井コスモスまつり
◦会場　宮ノ下コスモス広苑（福井駅よりバスで20分程度）
◦時間　日の出～日没
◦料金　無料
問合せ 　まちづくり宮ノ下地区委員会　☎ 0776-59-1150

056 宮ノ下コスモス広苑

番傘ばんば川柳社が主催する福井県一円の川柳大会です。

◦期間　9月29日㊏
◦会場　福井県県民ホール
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　番傘ばんば川柳社　☎ 0776-51-2474

054 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」

平成30年度は橘曙覧没後150年および明治維新150年の年。橘曙覧の最も
有名な作品「独楽吟」に再注目します。
◦期間　9月28日㊎～12月9日㊐
◦会場　福井市橘曙覧記念文学館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般200円、中学生以下・70歳以上無料（大会関係者：無料）
問合せ 　福井市橘曙覧記念文学館　☎ 0776-35-1110

053 秋季特別展「独楽吟―150年後へのメッセージ」

紅葉で色づく養浩館庭園の夜をライトアップします。

◦期間　9月28日㊎～11月25日㊐の金・土・日・祝日・祝前日
◦会場　養浩館庭園
◦時間　17：00～21：00
◦料金　大人210円（大会関係者：無料）
問合せ 　福井市文化振興課　☎ 0776-20-5367

052 養浩館庭園　秋のライトアップ

当館の天文台で、旧暦9月13日の月「後の月」を観望します。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　福井市自然史博物館　天文台
◦時間　18：30～20：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

067 天体観望会　後の月（十三夜の月）を見よう

各流趣向を凝らした茶席を設け、県民が気軽に茶道に触れられるような茶
会を開催します。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　福井新聞社　風の森ゾーン
◦時間　10：00～16：00
◦料金　800円　※2席付
問合せ 　福井新聞社事業局　☎ 0776-57-5180

066 平成30年度茶道ふれあいフェスティバル

福井ゆかりの歌人・橘曙覧について学ぶバスツアーです。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　福井市橘曙覧記念文学館 ほか
◦時間　未定
◦料金　大人2000円（予定）
問合せ 　福井市橘曙覧記念文学館　☎ 0776-25-1110

065 橘曙覧史跡めぐり

三味線の技術と魅力を50余年にわたり伝承・普及している団体です。お囃
子入りの豪華発表会を開催します。
◦期間　10月7日㊐
◦会場　ハピリンホール
◦時間　12：30～
◦料金　2000円（当日3000円）
問合せ 　長唄杵屋弥登悠会　☎ 0776-26-6817

064 第32回長唄杵屋弥登悠会　師籍45周年記念演奏会

明治の宮廷装束（束帯（男性）と十二単（女性））の着装実演会を開催します。

◦期間　10月7日㊐
◦会場　福井県国際交流会館　多目的ホール
◦時間　14：00～15：30
◦料金　一般500円
問合せ 　福井市立郷土歴史博物館　☎ 0776-21-0489

063 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―」関連イベント 明治の宮廷装束着装実演会

足羽山の入口の一つである足羽山愛宕坂を和ろうそくの行灯140基でライ
トアップします。
◦期間　10月6日㊏～10月8日㊊・㊗
◦会場　愛宕坂
◦時間　17：30～20：30
◦料金　無料　※音楽会など一部有料のイベントあり
問合せ 　福井市文化振興課　☎ 0776-20-5367

062 愛宕坂灯の回廊2018～秋～

福井新聞社提供

幕末から明治時代を生き抜いたレジェンド（先人）たちの姿を、その時代
の歴史や文化とともに紹介します。
◦期間　10月27日㊏～12月2日㊐
◦会場　福井県立こども歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県立こども歴史文化館　☎ 0776-21-1500

068 幕末明治のレジェンドたち～先人の生きた道～

会員の日頃の稽古の成果を発表する吟詠剣詩舞の大会です。

◦期間　10月28日㊐
◦会場　福井市文化会館
◦時間　13：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　真舞流吟舞道会本部　☎ 090-1316-1041

069 第51回吟舞の祭典

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

江戸時代、足羽川を渡る交通手段として運航されていた渡し船を再現して
います。
◦期間　9月29日㊏～10月8日㊊・㊗、10月13日㊏～10月15日㊊
◦会場　足羽川九十九橋上流舟着場
◦時間　平日：9：00～15：00、休日：10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県河川課　☎ 0776-20-0480

055 毛矢の繰舟
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ふくい鮮いちばに加え、普段、一般の方は入ることができない関連商品売
場棟を開放し、食のイベントを行います。
◦期間　11月上旬
◦会場　ふくい鮮いちば
◦時間　8：30～14：30
◦料金　無料
問合せ 　福井市中央卸売市場　☎ 0776-53-0001

086 ふくい鮮いちば「4周年祭」

全国の高校生を対象に、食に関する知識、調理技術や実践している食育活
動などについて競い合う大会です。
◦期間　11月18日㊐
◦会場　福井県産業会館
◦時間　9：30～16：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県食料産業振興課　☎ 0776-20-0417

085 第12回全国高校生食育王選手権大会

自作詩の朗読のほか、基調講演やシンポジウムなどが開催されます。

◦期間　11月18日㊐
◦会場　アオッサ８階、ウェルアオッサ
◦時間　13：30～17：00
◦料金　大人500円、子ども無料
問合せ 　福井県詩人懇話会　☎ 0778-51-5973

084 2018ふくい詩祭

福井県華道協会に加入している10流派を中心としたいけ花展です。

◦期間　11月16日㊎～11月19日㊊
◦会場　ショッピングシティベル あじさいホール
◦時間　10：00～17：00
◦料金　前売券200円、当日券300円（大会関係者：無料）
問合せ 　福井県華道協会　☎ 0776-77-2957

083 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」

遺跡から出土した資料を、木製品・墨書製品、金属製品、冬の暮らしの道具の３テーマで特別公開します。
◦期間　11月15日㊍～31年4月23日㊋
◦会場　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人100円、高校生以下・70歳以上無料

（大会関係者：2割引き ※12月31日まで）※20名以上の団体は1名80円
問合せ 　福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館　☎ 0776-41-2301

082 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～

大野市にある8基のダムの規模、建設目的、利水状況や現地の動植物など写
真を中心に展示します。
◦期間　11月11日㊐～31年3月31日㊐　※休館㊊ 祝日の場合は翌平日
◦会場　福井市治水記念館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井市治水記念館　☎ 0776-33-0278

081 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」

福井県内で宝生流、観世流および能楽囃子を稽古している会員が一同に集
まり、年に一度発表を行います。
◦期間　11月11日㊐
◦会場　ハピリンホール　能舞台
◦時間　10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県能楽協会　☎ 0776-41-1327

080 第38回福井県各流合同能楽大会

バレエスクールに通う生徒たちの日頃のレッスンの成果を発表します。
◦期間　11月10日㊏～11月11日㊐
◦会場　福井市文化会館
◦時間　未定
◦料金　大人1500円、子ども1500円
問合せ 　坪田バレエ団　☎ 0776-34-1074

079 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

敦賀出身の評論家・桑原武夫の没後30年に際し、その生涯や作品を紹介し
ます。
◦期間　11月3日㊏～12月24日㊊
◦会場　福井県ふるさと文学館
◦時間　平日9：00～19：00、土・日・祝日9：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県ふるさと文学館　☎ 0776-33-8866

075 桑原武夫展

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

福井市文化協会加盟団体による様々なジャンルの演舞、演奏、吟詠などを
披露する芸能大会を開催します。
◦期間　11月3日㊏・㊗
◦会場　福井市文化会館
◦時間　12：00～17：00頃
◦料金　無料
問合せ 　福井市文化振興課　☎ 0776-20-5367

073 第66回福井市民文化祭（芸能大会）

福井市文化協会加盟団体による展示（華道、絵画、盆栽、工芸、書道）をはじめ、
茶会、聞香会、将棋大会を開催します。
◦期間　11月3日㊏・㊗～11月4日㊐
◦会場　フェニックスプラザ
◦時間　3日10：00～17：00、4日10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市文化振興課　☎ 0776-20-5367

074 第66回福井市民文化祭（展示、茶会、聞香会、将棋大会）

棗や茶さじなど漆工芸品を中心とした茶道具を展示します。

◦期間　11月1日㊍～31年2月25日㊊
◦会場　福井市愛宕坂茶道美術館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人100円、中学生以下・70歳以上無料（大会関係者：無料）
問合せ 　福井市愛宕坂茶道美術館　☎ 0776-33-3933

072 愛宕坂茶道美術館企画展「漆芸をたのしむ」

足羽山の自然・観光情報を発信しています。クラフト作り体験や自然観察
会など。
◦期間　10月～
◦会場　福井市自然史博物館　１階エントランスホール
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

071 足羽山ビジターセンター

当館の天文台で、太陽系第7惑星、天王星を観望します。
◦期間　11月10日㊏
◦会場　福井市自然史博物館　天文台
◦時間　18：30～20：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

078 天体観望会　天王星を見よう

日本画、絵画造形、彫刻、工芸、書道、デザイン、写真の7部門で作品を公
募し、入賞作品を選抜、表彰・展示を行います。
◦期間　11月9日㊎～11月21日㊌
◦会場　福井県立美術館　　◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般500円、大学生以下は無料

※身体障害者手帳の提示で5割引き
問合せ 　福井県美術の会 福井県総合美術展運営委員会　☎ 080-8693-3056

077 第69回福井県総合美術展

ｅスポーツ野球の福井県１位を決定します。

◦期間　10月20日㊏
◦会場　ハピリンホール
◦時間　11：00～　　◦料金　無料
問合せ 　ふくいｅスポーツ野球大会実行委員会

☎ 0776-57-5132

076 第１回 ふくいｅスポーツ野球大会

グリフィスの主著「The Mikado's Empire（皇国）」の記述から、維新期の
群像と直接関わった彼が、同時代の大事件をどうとらえていたか解説します。
◦期間　9月8日㊏～10月5日㊎
◦会場　福井市グリフィス記念館
◦時間　10：00～19：00
◦料金　無料
問合せ 　福井市グリフィス記念館　☎ 0776-50-2911

070 グリフィスが語る明治維新

県内の障がい者による作品展とステージ発表です。

◦期間　12月8日㊏～12月9日㊐
◦会場　ショッピングシティベル あじさいホール
◦時間　1日目10：30～16：00、2日目10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　福井県障害者社会参加推進センター　☎ 0776-27-1632

087 福井県障がい者ハートフル文化祭
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大本山永平寺の開祖、道元禅師が歩いたといわれる吉峰寺から永平寺まで
の「祖跡コース」12kmを巡拝登山します。
◦期間　11月10日㊏
◦会場　祖跡コース
◦時間　出発式9：00～
◦料金　1000円
問合せ 　一般社団法人永平寺町観光物産協会　☎ 0776-61-1188

096 祖跡巡拝登山

紅葉色づく浄法寺山を登ります。

◦期間　11月4日㊐
◦会場　浄法寺山青少年旅行村・浄法寺山
◦時間　出発式8：30～　　◦料金　無料
問合せ 　浄法寺山岳観光協会事務局（永平寺町観光物産協会内）

☎ 0776-61-1188

095 浄法寺山紅葉登山

永平寺町民によるステージ発表や展示、体験、バザーなどを実施します。

◦期間　11月3日㊏・㊗～11月4日㊐
◦会場　緑の村ふれあいセンター、緑の村四季の森文化館
◦時間　1日目10：00～18：00、2日目10：00～15：30
◦料金　無料
問合せ 　永平寺町教育委員会生涯学習課　☎ 0776-61-3400

094 永平寺町文化祭

旧京福電鉄永平寺線の跡地6kmを歩きます。

◦期間　10月21日㊐
◦会場　永平寺参ろーど（旧京福電鉄永平寺線遊歩道）
◦時間　受付10：00～、出発式10：30～
◦料金　500円
問合せ 　一般社団法人永平寺町観光物産協会　☎ 0776-61-1188

093 秋の永平寺参ろーど禅ウォーキング

旧松岡藩の城下町には様々な産業が栄えました。酒造や鋳物、竹細工など
松岡らしい産業の数々を紹介します。
◦期間　9月～11月のうち1か月間
◦会場　えい坊館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　えい坊館　☎ 0776-61-0888

092 まつおかのものづくり

平成31年の干支である「亥」にちなんで、イノシシにまつわる標本などを展示します。
◦期間　12月中旬～31年1月下旬
◦会場　福井市自然史博物館　１階ホール
◦時間　9：00～17：15（入館は16：45まで）
◦料金　大人100円、中学生以下・70歳以上・障がい者および付添

いの方1名は無料（大会関係者：無料）※20名以上の団体は半額
問合せ 　福井市自然史博物館　☎ 0776-35-2844

091 ミニ企画展　干支展～亥～

一般書道愛好者と会員の日頃の創作・研究成果を発表し、県民の書写・書
道に対する理解と関心を深めます。
◦期間　11月30日㊎～12月2日㊐
◦会場　福井県立美術館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　一般社団法人若越書道会　☎ 0776-57-2866

090 第48回若越書道会展

福井県内の中学生から80代の世代を超えた団員による第九交響曲の合唱を
発表します。
◦期間　12月23日㊐
◦会場　福井市文化会館 ホール
◦時間　開場13：15、開演14：00
◦料金　全席自由 1,000円
問合せ 　ふくい第九を歌う会　☎ 0776-20-5010

089 第九を歌おう合唱のつどい

奥越エリア奥越エリア

大 野 市……097〜120
勝 山 市……121〜133

鯖江市

越前市

敦賀市

美浜町

若狭町

高浜町
小浜市

越前町

坂井市

あわら市

おおい町

南越前町

福井市

永平寺町 勝山市

大野市

池田町

097 大野市歴史博物館　常設展
大野市の縄文時代から近代までの歴史資料を収集・保存し、展示しています。

◦期間　通年
◦会場　大野市歴史博物館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　大野市歴史博物館　☎ 0779-65-5520

098 大野市民俗資料館　常設展
明治22年に建てられた裁判所を移築した資料館。明治から昭和にかけての
生活用品を展示しています。
◦期間　通年
◦会場　大野市民俗資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　大野市民俗資料館　☎ 0779-66-0238

099 和泉郷土資料館　常設展
大野市で発見された三葉虫やアンモナイト、貝類、植物、恐竜などの化石や、
鉱山や鉱石、植物標本などを展示。
◦期間　通年　※休館（月）祝日の場合は翌平日、祝日の翌日は休館
◦会場　和泉郷土資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　和泉郷土資料館　☎ 0779-78-2845

100 武家屋敷旧田村家　常設展
大野藩の家老を務めた田村家を復元保存し、公開しています。

◦期間　通年
◦会場　武家屋敷旧田村家
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　武家屋敷旧田村家　☎ 0779-65-6212

101 武家屋敷旧内山家　常設展
幕末における大野藩の藩政改革に尽力した内山家を復元保存し、公開して
います。
◦期間　通年
◦会場　武家屋敷旧内山家
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　武家屋敷旧内山家　☎ 0779-65-6122

102 本願清水イトヨの里　常設展
淡水型のイトヨ保護と水環境の保全啓発を目的とした学習施設です。
◦期間　通年　※休館（月）祝日の場合は翌平日、祝日の翌日は休館
◦会場　本願清水イトヨの里
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人200円、小中学生50円

※30名以上の団体は大人150円、小中学生30円　※年間パスポートあり
問合せ 　本願清水イトヨの里　☎ 0779-65-5104

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

福井県内の美術教員が日頃の研鑽の成果として、美術造形作品展示を行い
ます。
◦期間　12月18日㊋～12月24日㊊
◦会場　福井市美術館［アートラボふくい］
◦時間　未定　　◦料金　無料
問合せ 　BJ10 第10回美術準備室展実行委員会

☎ 0776-38-0970

088 BJ10　第10回美術準備室展
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大野市の秋の味覚の販売やステージイベント、親子で楽しめる体験コーナ
ーなど内容盛りだくさんのイベントです。
◦期間　10月27日㊏～10月28日㊐
◦会場　九頭竜国民休養地
◦時間　9：00～16：00
◦料金　入場無料
問合せ 　九頭竜まつり実行委員会（大野市商工観光振興課内）　☎ 0779-66-1111

116 九頭竜紅葉まつり

毎年、文化の日に中心に開催される市民総参加の文化祭です。

◦期間　10月28日㊐～11月4日㊐
◦会場　大野市文化会館　ほか
◦時間　開催内容による
◦料金　無料　※一部有料
問合せ 　大野市教育委員会事務局生涯学習課　☎ 0779-65-5590

118 第52回大野市総合文化祭

大野市内外の特産品やグルメが楽しめるほか、子ども向けの職業体験コー
ナーも設置します。
◦期間　10月20日㊏～10月21日㊐
◦会場　大野市役所
◦時間　9：00～16：00
◦料金　入場無料
問合せ 　越前おおの産業と食彩フェア実行委員会（大野商工会議所内）　☎ 0779-66-1230

115 越前おおの産業と食彩フェア

大野の各家庭で飾られていたひな人形を中心に、日本の伝統文化財の人形を展示します。
◦期間　9月8日㊏～10月21日㊐
◦会場　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
◦時間　9：00～17：00　※施設によって変更あり
◦料金　藩主隠居所・四季を彩る人形館は無料、旧田村家・

旧内山家・民俗資料館は200円
問合せ 　ひな祭り実行委員会　☎ 0779-66-2082

111 第4回重陽の節句人形展

縁結びの御利益があるとされ、市民に親しまれ大切にされてきた良縁の樹
がイルミネーションの灯りで彩られます。
◦期間　9月22日㊏～11月24日㊏
◦会場　春日神社
◦時間　17：00～22：00
◦料金　入場無料
問合せ 　カスガ良縁団（一般社団法人大野市観光協会）　☎ 0779-65-5521

114 良縁の樹イルミネーション「縁のあかり」

「大野のアルプス高原」の雄大な自然の中でアルプスの民族音楽、食、景
色を満喫できるイベントです。
◦期間　9月16日㊐～9月17日㊊・㊗
◦会場　ミルク工房奥越前
◦時間　10：00～16：00
◦料金　入場無料
問合せ 　六呂師高原アルプス音楽祭実行委員会　☎ 0779-65-0825

113 六呂師高原アルプス音楽祭2018

大野藩の財政立て直しに役立った面谷銅山と、藩政改革を主導した土井利
忠やそれを支えた重臣たちを紹介します。
◦期間　9月15日㊏～10月28日㊐（第2期）※休館（月）祝日の場合は翌平日
◦会場　和泉郷土資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　和泉郷土資料館　☎ 0779-78-2845

112 企画展「藩政改革を支えた面谷銅山」

昭和初期まで開催されていた「夜市」が復活。飲食物が販売される物産市
やステージイベントが開催されます。
◦期間　9月8日㊏～9月9日㊐
◦会場　五番通り
◦時間　17：00～21：00
◦料金　入場無料
問合せ 　一般社団法人大野市観光協会　☎ 0779-65-5521

110 越前おおの結の夜市

109 企画展「藩政改革を支えた面谷銅山」
大野藩の財政立て直しに役立った面谷銅山と、藩政改革を主導した土井利
忠やそれを支えた重臣たちを紹介します。
◦期間　8月11日㊏･㊗～9月9日㊐（第1期）
◦会場　大野市歴史博物館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　大野市歴史博物館　☎ 0779-65-5520

約1億6000万年前の地層から発見されている化石を展示し、当時の海の環
境や生き物たちを紹介します。
◦期間　7月20日㊎～11月4日㊐
◦会場　和泉郷土資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　和泉郷土資料館　☎ 0779-78-2845

106 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―」

大野市にある国指定天然記念物や各地の生き物に関する施設と保護活動の様子を紹介します。
◦期間　7月21日㊏～9月14日㊎
◦会場　本願清水イトヨの里
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人200円、小中学生50円

※30名以上の団体は大人150円、小中学生30円　※年間パスポートあり
問合せ 　本願清水イトヨの里　☎ 0779-65-5104

107 企画展「大野と日本各地の天然記念物」

大野市、勝山市、永平寺町の3市町を巡りながら、隠された謎を解き明かす
歴史謎解きゲームです。
◦期間　7月21日㊏～10月28日㊐
◦会場　大野市、勝山市、永平寺町
◦時間　9：00～16：00
◦料金　施設により異なる
問合せ 　大野市観光協会　☎ 0779-65-5521

108 歴史迷宮2018

昭和43年の福井国体とその当時の人々の暮らしを、国体資料や時代を物語
る様々な資料で振り返ります。
◦期間　6月23日㊏～10月21日㊐
◦会場　大野市民俗資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　大野市民俗資料館　☎ 0779-66-0238

105 企画展「昭和43年1968」

平安末期、源義平が朝日の里に遺した「青葉の笛」のレプリカや篠笛、能管、竜笛、縄文弥生時代の土笛を展示。
◦期間　4月1日㊐～11月30日㊎　※休館（月）祝日の場合は翌平日
◦会場　笛資料館
◦時間　平日9：00～16：00、日・祝日9：00～17：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料

※30名以上の団体は大人100円　※笛作り体験１式3000円
問合せ 　笛資料館　☎ 0779-78-2041

104 笛資料館　常設展

大野城の築城者・金森長近の資料や江戸時代の大半を城主として治めた土
井家の武具・什器類を展示しています。
◦期間　4月1日㊐～11月30日㊎
◦会場　越前大野城
◦時間　4月～9月は9：00～17：00、10月～11月は9：00～16：00
◦料金　大人200円、中学生以下無料　※30名以上の団体は大人100円
問合せ 　大野市商工観光振興課　☎ 0779-66-1111

103 越前大野城　常設展

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

大野市をはじめ、友好市町やゆかりのある市町から農産物を中心とした特
産品、名産品の即売市を開催します。
◦期間　10月27日㊏～10月28日㊐
◦会場　七間通り
◦時間　27日10：00～16：00、28日8：00～13：30
◦料金　入場無料
問合せ 　越前大野七間朝市振興協議会　☎ 0779-69-9520

117 三大朝市物産まつり

全国の「小京都」と呼ばれる地域や近隣地域から特産・名産品がずらりと
並び、展示販売が行われます。
◦期間　11月3日㊏・㊗～11月4日㊐
◦会場　五番通り
◦時間　9：00～16：00
◦料金　入場無料
問合せ 　五番商店街振興組合　☎ 0779-66-5597

119 越前おおの小京都五番物産まつり

大野在来の新そばや地場産品の販売や地元農家が野菜を販売する軽トラ野
菜市を開催します。
◦期間　11月17日㊏、11月18日㊐
◦会場　大野市役所駐車場
◦時間　17日9：45～16：00、18日10：00～16：00
◦料金　入場無料
問合せ 　大野市農業林業振興課　☎ 0779-66-1111

120 結の故郷越前おおの新そばまつり2018
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輸出絹織物「羽二重」の挑戦と失敗を重ねた近代ふくい、勝山の絹織物業
の歴史とその発展に力を注いだ先人たちの姿を紹介。
◦期間　10月20日㊏～12月24日㊊
◦会場　はたや記念館ゆめおーれ勝山
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　はたや記念館ゆめおーれ勝山　☎ 0779-87-1200

133 ふくい輸出羽二重の誕生と勝山

地域住民が参加するゴスペルコンサートです。入場者との合唱、ダンスな
どを行うこともあります。
◦期間　10月7日㊐（予定）
◦会場　勝山城博物館　2階ホール
◦時間　13：30開場、14：00開演
◦料金　大人600円、子ども300円
問合せ 　（公財）多田清文化教育記念財団勝山城博物館　☎ 0779-88-6200

132 お城でゴスペルⅥ

幕末に勝山藩の家老として藩政改革に取り組んだ林毛川の功績を展示します。
◦期間　10月2日㊋～10月31日㊌　※休館（月、最終木曜）
◦会場　勝山市立図書館
◦時間　平日9：30～19：00、土・日・祝日9：30～17：00
◦料金　無料
問合せ 　勝山市立図書館　☎ 0779-88-6000

131 林毛川と谷澤たま

まちなかに残る近代化の産業遺産・文化財・石碑などを巡る見学会を開催し、
江戸時代から近代以降の変遷を学びます。
◦期間　9月～10月
◦会場　はたや記念館ゆめおーれ勝山、旧料亭花月楼を結ぶまちなか
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　はたや記念館ゆめおーれ勝山　☎ 0779-87-1200

130 まちなか巡りツアー「江戸・明治時代の雰囲気を残すスポット巡り」

129 日本のアスリートを支える勝山の繊維
昨年桐生選手が日本新記録を出したスパイクの素材などスポーツ製品を展
示し、勝山市が誇る繊維産業の技術力を紹介します。
◦期間　9月29日㊏～10月15日㊊
◦会場　はたや記念館ゆめおーれ勝山
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　はたや記念館ゆめおーれ勝山　☎ 0779-87-1200

バドミントンの聖地、勝山市が生んだ世界ランキング1位の山口茜を紹介し、
彼女の国体での活躍を応援します。
◦期間　7月21日㊏～9月9日㊐
◦会場　はたや記念館ゆめおーれ勝山
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　はたや記念館ゆめおーれ勝山　☎ 0779-87-1200

127 世界に羽ばたく山口茜展

国の重要文化財として40年ぶりに本格的な修繕工事が行われている勝山市
北郷町の木下家住宅を紹介します。
◦期間　7月21日㊏～9月30日㊐
◦会場　勝山城博物館　4階企画展示室
◦時間　9：30～16：30
◦料金　大人700円、子ども260円（大会関係者：大人560円、子ども210円）
問合せ 　（公財）多田清文化教育記念財団勝山城博物館　☎ 0779-88-6200

128 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大解剖」

海外の博物館等から借用した普段は見ることができない貴重な資料などを展示し、
最新の研究成果や情報等を公開します。
◦期間　7月13日㊎～10月14日㊐　◦会場　福井県立恐竜博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）※夏休み期間、9・10月の3連休は8：30～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　一般1200円、大学生・高校生800円、小中学生600円（大会関係者：一般1000円、

大学生・高校生600円、小中学生400円）、70歳以上500円、未就学児無料
問合せ 　福井県立恐竜博物館　☎ 0779-88-0001

126 福井県立恐竜博物館　特別展

勝山市の歴史文化、自然風景および全国のお城、空想のお城などを描いた
作品を募集し、展示します。
◦期間　応募期間：7月7日㊏～10月8日㊊、

展示期間：11月4日㊐～11月25日㊐
◦会場　勝山城博物館 2階ホール　◦時間　9：30～16：30
◦料金　大人500円、子ども200円（大会関係者：無料）※出品者と同行者は無料
問合せ 　（公財）多田清文化教育記念財団勝山城博物館　☎ 0779-88-6200

125 第13回越前勝山城絵画作品展「お城を描こう」

日本最大の恐竜化石発掘現場を間近に見ながら化石発掘体験ができます。
◦期間　4月28日㊏～11月4日㊐　◦会場　野外恐竜博物館
◦時間　9：00～17：00　※曜日、時期によって異なる
◦料金　一般1200円、大学生・高校生1000円、小中学生

600円（大会関係者：一般1000円  、大学生・高校生800円、小
中学生500円）、未就学児および70歳以上は無料

問合せ 　福井県立恐竜博物館　☎ 0779-88-0001

124 野外恐竜博物館

恐竜の住処に迷い込んでしまったような興奮と感動が味わえるウォークスルーの冒険アトラクションです。
◦期間　4月21日㊏～11月18日㊐　※毎月第2・第4水曜日はお休み

（ゴールデンウィーク、夏休みは無休）
◦会場　かつやまディノパーク
◦時間　9：00～17：00（最終締切16：30）※秋季は最終締切時間が変更になる場合があります
◦料金　一般：600円（大会関係者：500円）
問合せ 　NPO法人恐竜のまち勝山応援隊　☎ 0779-88-8777

123 かつやまディノパーク

実際の恐竜化石発掘現場から石を運んできており、化石の発掘体験ができます。
◦期間　3月24日㊏～11月18日㊐
◦会場　どきどき恐竜発掘ランド
◦時間　9：30～16：00　※曜日、時期によって異なる
◦料金　大人1030円、高校生830円、子ども520円（大会関係者：大人830円、高校生620円、

子ども420円）※3歳以下の方は体験できません　※定員制のため要予約（空きがあれば当日参加可能）
問合せ 　NPO法人恐竜のまち勝山応援隊　☎ 0779-88-8777

122 恐竜化石発掘体験

本県で発見された5種類の新種の恐竜など、恐竜化石を始めとした地質、古生物学に関する資料を展示します。
◦期間　通年　　◦会場　福井県立恐竜博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）※ゴールデンウィーク、

夏休み期間、9・10月の3連休は8：30～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　一般720円、大学生・高校生410円、小中学生260円（大会関係者：一般620

円、大学生・高校生310円、小中学生210円）、未就学児および70歳以上は無料
問合せ 　福井県立恐竜博物館　☎ 0779-88-0001

121 福井県立恐竜博物館　常設展

陶芸手びねり体験や電動ろくろ体験、絵付け体験、吹きガラス体験、ろう
けつ染め体験など様々な体験ができます（要予約）。
◦期間　通年
◦会場　金津創作の森　創作工房、ガラス工房
◦時間　各体験講座による　※詳細はホームページをご覧下さい。
◦料金　各体験講座による　※詳細はホームページをご覧下さい。
問合せ 　金津創作の森　☎ 0776-73-7802

135 金津創作の森　一日体験

鯖江市

越前市

敦賀市

美浜町

若狭町

高浜町
小浜市

越前町

池田町

勝山市

大野市

おおい町

南越前町

福井市

永平寺町

坂井市

あわら市
あわら・
坂井エリア
あわら・
坂井エリア

134 RE market
JR芦原温泉駅前のaキューブで、フリーマーケット・クラフトマーケットを
開催します。地元野菜の販売など。
◦期間　通年（毎月第1日曜日開催）
◦会場　aキューブ
◦時間　11：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　UchiLaLa　☎ 0776-73-1244

あわら市……134〜143
坂 井 市……144〜160

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。
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荒々しい岩肌の柱状節理が延々と1kmに渡って続いている「東尋坊」。国の
名勝・天然記念物に指定されています。
◦期間　通年　　◦会場　東尋坊
◦時間　終日
◦料金　東尋坊タワー：大人500円、子ども300円

東尋坊遊覧船：大人1400円、子ども700円
問合せ 　坂井市観光産業課　☎ 0776-50-3152

148 東尋坊

オランダ人工師エッセルがデザインしたといわれる龍翔小学校を模して建
てられた博物館。三国の歴史や文化を学べます。
◦期間　通年　※休館㊌
◦会場　みくに龍翔館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人300円、小中学生150円
問合せ 　みくに龍翔館　☎ 0776-82-5666

147 みくに龍翔館

日本一短い手紙のコンクール「一筆啓上賞」に寄せられた135万通を超える
手紙を紹介する、手紙文化の発信地です。
◦期間　通年　　◦会場　一筆啓上 日本一短い手紙の館
◦時間　9：00～17：00（最終入館16：30）
◦料金　大人450円、小中学生150円（大会関係者：大人360円、小中学生120円）

※越前丸岡城、歴史民俗資料館、日本一短い手紙の館は３か所共通の入場券
問合せ 　一筆啓上 日本一短い手紙の館　☎ 0776-67-5100

146 一筆啓上 日本一短い手紙の館

1576年に柴田勝家の甥である勝豊が築城した平山城で、昭和25年に重要
文化財の指定を受けています。
◦期間　通年　　◦会場　越前丸岡城
◦時間　8：30～17：00（最終入場16：30）
◦料金　大人450円、小中学生150円（大会関係者：大人360円、小中学生120円）

※越前丸岡城、歴史民俗資料館、日本一短い手紙の館は３か所共通の入場券
問合せ 　越前丸岡城　☎ 0776-66-0303

145 越前丸岡城

約20ヘクタールの園内には千種類、7万5千本の樹木と広大な芝生広場があ
り、自然を楽しむことができます。
◦期間　通年
◦会場　福井県総合グリーンセンター
◦時間　9：00～16：30
◦料金　無料
問合せ 　福井県総合グリーンセンター　☎ 0776-67-0002

144 福井県総合グリーンセンター

世界のアートアニメーション界の先駆的存在で、福井県出身のアーティスト・クリ
ヨウジ氏の創作活動を紹介。
◦期間　11月3日㊏・㊗～12月16日㊐
◦会場　金津創作の森　アートコア
◦時間　10：00～17：00（最終入場16：30）
◦料金　一般800円、65歳以上・障がい者400円、高校生以下無料
問合せ 　金津創作の森　☎ 0776-73-7800

143 金津創作の森開館20周年記念 アートドキュメント2018 クリヨウジ展の大冒険（仮）

あわら市文化協議会員の日々の文化活動における研鑽の成果を広く市民の
方々に発表します。
◦期間　11月3日㊏・㊗～11月4日㊐
◦会場　あわら市中央公民館
◦時間　1日目10：00～16：00、2日目9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　あわら市教育委員会文化学習課　☎ 0776-73-8041

142 第15回あわら市民文化祭

休校舎を活用し、地元の素材を生かしたワークショップの開催や旬の特産
物の販売などを行います。
◦期間　10月28日㊐
◦会場　あわら市波松小学校
◦時間　9：30～16：00
◦料金　無料
問合せ 　波松流木きらめきフェスタ実行委員会　☎ 0776-79-1162

140 波松流木きらめきフェスタ　PUZZLE　2018

全国のクラフト作家が、素材を生かし暮らしを豊かにする良質な作品を展
示・販売します。森のキッチンでスイーツと食も充実。
◦期間　10月20日㊏～10月21日㊐
◦会場　金津創作の森
◦時間　9：30～16：30
◦料金　無料
問合せ 　金津創作の森　☎ 0776-73-7800

139 第21回金津創作の森クラフトマーケットwith Sweets

あわら・三国地区にある歴史、自然、文化、温泉などの資源を生かした体
験プログラムを実施します。
◦期間　10月
◦会場　あわら市、坂井市三国町各所
◦時間　プログラムによって異なる
◦料金　プログラムによって異なる
問合せ 　うららん実行委員会（あわら市観光協会内）　☎ 0776-78-6767

141 うららん2018（着地型体験プログラム）

明治に開湯した名湯「芦原温泉」の歩みを、関連資料や写真で振り返ります。

◦期間　9月22日㊏～11月25日㊐
◦会場　あわら市郷土歴史資料館
◦時間　9：30～18：00（最終入館17：30）
◦料金　有料（大会関係者：無料）
問合せ 　あわら市郷土歴史資料館　☎ 0776-73-5158

138 芦原温泉ものがたり～明治生まれの名湯の軌跡～

やなせたかし氏の絵本原画やキャンバス画、「やなせメルヘン」と呼ばれる叙情的な
作品の原画など約100点を展示。
◦期間　7月14日㊏～10月8日㊊・㊗　◦会場　金津創作の森 アートコア
◦時間　10：00～17：00（最終入館16：30）
◦料金　一般800円、中高生600円、3歳以上・小学生400円、

65歳以上・障がい者各半額
問合せ 　金津創作の森　☎ 0776-73-7800

137 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―

あわら市出身の医者・藤野厳九郎と中国近代文学の父・魯迅の師弟の交わ
りの歴史を公開しています。
◦期間　通年　※休館（火）祝日の場合は翌平日
◦会場　藤野厳九郎記念館
◦時間　9：00～18：00
◦料金　一般・大学生200円、高校生以下無料
問合せ 　藤野厳九郎記念館　☎ 0776-77-1030

136 日中友好の象徴・藤野厳九郎と魯迅

「手のひらを太陽に」Ⓒやなせたかし
（公財）やなせたかし記念アンパンマン

ミュージアム振興財団所蔵

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

「先生」のテーマで、日本一短い手紙を募集しています。国体・障スポの開催を記念
し、特別募集も。
◦期間　4月4日㊌～10月26日㊎
◦会場　なし
◦時間　終日
◦料金　無料
問合せ 　公益財団法人丸岡文化財団　☎ 0776-67-5100

149 第26回一筆啓上賞　日本一短い手紙

北陸三県（福井・石川・富山）の高校生を対象に、市内5か所を会場に現代
アート作品を募集・展示します。
◦期間　8月9日㊍～9月9日㊐
◦会場　ONOメモリアル屋内外、瀧谷寺参道、三國神社境内、

丸岡城周辺、一筆啓上日本一短い手紙の館屋内外
◦時間　終日　　◦料金　無料
問合せ 　みくに龍翔館　☎ 0776-82-5666

150 第6回北陸三県高校生現代アートビエンナーレ

福井県下の文化協会および文化協議会より厳選された作品が一堂に集まる美術展で
す。
◦期間　9月1日㊏～9月3日㊊
◦会場　ハートピア春江
◦時間　9/1は11：00～、9/2～9/3は9：00～
◦料金　無料
問合せ 　坂井市教育委員会文化課　☎ 0776-50-3164

152 福井県市町文協選抜美術展

250年の伝統ある三国節を三味線、笛の伴奏で昔ながらの風情ある湊町を
各地区から踊り流します。
◦期間　9月1日㊏　※雨天の場合9月2日㊐
◦会場　三国町旧市街地各地～駅前通り
◦時間　18：00～22：00
◦料金　無料　※有料観覧席あり
問合せ 　一般社団法人三國會所　☎ 0776-82-8392

151 三國湊帯のまち流し

近代教育制度が始まった明治期の教育に焦点を当て、当時の小学校教育の
様子を中心に紹介します。
◦期間　9月15日㊏～11月11日㊐
◦会場　福井県教育博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　福井県教育博物館　☎ 0776-58-2250

153 幕末明治 福井の教育（２）―明治150年 近代教育のはじまり―



16

70年の歴史を重ねてきた福井県音楽コンクールの受賞者による演奏会です。

◦期間　12月下旬
◦会場　みくに未来ホール
◦時間　未定
◦料金　大人500円
問合せ 　福井県音楽コンクール運営委員会　☎ 070-5060-0592

160 第70回福井県音楽コンクール　受賞者演奏会

新そばの収穫を感謝するとともに、「そば」の特性と美味しさをＰＲするた
め、毎年開催するお祭りです。
◦期間　11月17日㊏
◦会場　いきいきプラザ霞の郷
◦時間　10：00～15：00
◦料金　無料　※そばは有料
問合せ 　坂井市農業振興課　☎ 0776-50-3150

159 第19回そばの里丸岡新そばまつり

小学1年生以下と2～6年生の各学年、中学生、オープン競技の高校生の計8
部門で開催されるかるたの大会です。
◦期間　11月11日㊐
◦会場　三国運動公園健康管理センター
◦時間　9：00～19：00
◦料金　無料　※競技参加料は1200円
問合せ 　福井新聞社事業局　☎ 0776-57-5180

158 第41回全国小・中学生競技かるた選手権福井大会

坂井市内で活動する大人から子どもを対象とした文化団体による発表会です。
◦期間　10月27日㊏～11月4日㊐
◦会場　総合開会式：たかむく古城ホール

各地区会場：高椋コミュニティセンター、みくに未
来ホール、ハートピア春江、坂井体育館ほか

◦時間　未定　　◦料金　無料
問合せ 　坂井市教育委員会文化課　☎ 0776-50-3164

156 坂井市民文化祭

儒学者・三国幽眠、豪商・内田惣右御門家など、坂井市域に関係が深い人
物のゆかりの品々を展示します。
◦期間　10月27日㊏～12月2日㊐
◦会場　みくに龍翔館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　一般・大学生・高校生300円、中学生以下150円
問合せ 　みくに龍翔館　☎ 0776-82-5666

157 幕末維新の知られざるヒーロー列伝 ―坂井市域の群像とゆかりの品々―

特別展に関連し、専門家をお呼びして坂井市の幕末・維新期の歴史をテー
マにした郷土史研究講座（講演）を開催。
◦期間　9月15日㊏
◦会場　みくに龍翔館　特別展示室
◦時間　13：30～15：00
◦料金　無料
問合せ 　みくに龍翔館　☎ 0776-82-5666

154 郷土史研究講座（講演）「丸岡藩主 有馬道純と幕末の政局」

三国湊町から遊歩道を巡り、幕末明治を感じるウォーキングツアーを実施
します（3回程度予定）。
◦期間　9月～11月
◦会場　海岸エリア（三国町梶～宿）
◦時間　未定（直接お問い合わせ下さい）
◦料金　未定（直接お問い合わせ下さい）
問合せ 　一般社団法人坂井市観光連盟　☎ 0776-43-0753

155 幕末明治を感じる！爽やか健康ウォーク

福井新聞社提供

敦賀市

美浜町

若狭町

高浜町
小浜市

池田町

勝山市

大野市

おおい町

福井市

永平寺町

鯖江市

越前市

越前町

南越前町

坂井市

あわら市丹南エリア丹南エリア

161 間部詮勝と幕末維新の軌跡
幕府老中で第7代藩主・間部詮勝や大老・井伊直弼が主導した幕末期の江戸
幕府の政策を「安政の大獄」を中心に紹介します。
◦期間　通年
◦会場　鯖江市まなべの館
◦時間　9：00～17：30（入館は16：30まで）
◦料金　一般・大学生・高校生100円、中学生以下50円
問合せ 　鯖江市まなべの館　☎ 0778-53-2257

162 貢進生　矢代操が見た新時代
鯖江藩の貢進生として明治新政府に出仕し、明治法律学校（後の明治大学）
を創立した矢代操の功績を紹介します。
◦期間　通年
◦会場　鯖江市まなべの館
◦時間　9：00～17：30（入館は16：30まで）
◦料金　一般・大学生・高校生100円、中学生以下50円
問合せ 　鯖江市まなべの館　☎ 0778-53-2257

163 越前漆器ワークショップ
1500年もの歴史をもつ越前漆器。越前漆器職人の指導のもと絵付け・沈金・拭き漆の体験ができます。
◦期間　通年　※休館（第4火曜日）祝祭日の場合は翌平日、

年末年始（12月29日㊏～1月3日㊍）
◦会場　うるしの里会館　　◦時間　9：00～15：00
◦料金　絵付け体験1500円、沈金体験2000円、拭き漆体験

2500円　※各体験2名以上で要予約（2～3日前までに）
問合せ 　越前漆器協同組合　☎ 0778-65-0030

鯖 江 市……161〜176
越 前 市……177〜204
南越前町……205〜211
越 前 町……212〜219

164 めがねミュージアム
（一社）福井県眼鏡協会が運営する、眼鏡のことを「見て・識って・体験して」
いただける総合施設です。
◦期間　通年　　◦会場　めがねミュージアム
◦時間　ショップ10：00～19：00、めがね博物館10：00～17：00

※その他の開館時間については、ホームページをご覧ください。
◦料金　無料　※一部体験は有料
問合せ 　めがねミュージアム　☎ 0778-42-8311

165 鯖江市まなべの館企画展「コシノヒロコ展」
世界で活躍するファッションデザイナー・コシノヒロコ氏のモードからア
ートの世界を紹介します。
◦期間　8月5日㊐～9月9日㊐
◦会場　鯖江市まなべの館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　大人100円、子ども50円
問合せ 　鯖江市まなべの館　☎ 0778-53-2257

166 うるしの里プロジェクト（河和田アートキャンプ）
高い技術を誇る職人が多く住むうるしの里河和田に、県内外の学生が泊ま
り込み、街全体をミュージアムにします。
◦期間　8月～9月中旬
◦会場　鯖江市河和田地区一円
◦時間　終日
◦料金　無料
問合せ 　鯖江市商工政策課　☎ 0778-42-5701

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

安房守文庫（個人蔵）「越前三国湊風景之図」（一部）
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越前和紙のペーパークラフトで作った動物や恐竜などをテーマごとに9ブー
スで紹介します。
◦期間　7月6日㊎～9月2日㊐　※休館（月）休日の場合は翌日
◦会場　越前市武生公会堂記念館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　大人200円、高校生以下無料、障がいがある方とその介助者1名は無料
問合せ 　越前市武生公会堂記念館　☎ 0778-21-3900

181 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」

万葉集に愛の絶唱といわれる相聞歌（恋の歌）が残されていることにちなみ、
恋のうたを全国から募集します。
◦期間　7月1日㊐～10月31日㊌
◦会場　なし
◦時間　終日
◦料金　無料
問合せ 　万葉の里・恋のうた募集実行委員会　☎ 0778-23-6390

180 第21回万葉の里 短歌募集「あなたを想う恋のうた」

毎週土曜日に絵本の読み聞かせや手遊び・工作など楽しいイベントを開催
します。
◦期間　通年（毎週土曜日開催）
◦会場　越前市今立図書館
◦時間　14：00～（子供向け行事は30分程度、映画会は1時間程度）
◦料金　無料
問合せ 　越前市今立図書館　☎ 0778-43-0229

179 越前市今立図書館　定例行事

毎週土曜日に紙芝居や読み聞かせなど楽しいイベントを開催します。

◦期間　通年（毎週土曜日開催）
◦会場　越前市中央図書館
◦時間　各行事による（子供向け行事は30分程度、映画会は2時間程度）
◦料金　無料
問合せ 　越前市中央図書館　☎ 0778-22-0354

178 越前市中央図書館　定例行事

出土品や文化財を通した越前市の歴史を通史で紹介します。

◦期間　通年　※休館（月）休日の場合は翌日、年末年始
◦会場　越前市武生公会堂記念館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　越前市武生公会堂記念館　☎ 0778-21-3900

177 武生公会堂記念館　常設展

丹南地区を中心に活動している社会人・学生による吹奏楽団の演奏会です。

◦期間　12月16日㊐
◦会場　鯖江市文化センター
◦時間　13：30開場、14：00開演
◦料金　無料
問合せ 　鯖江市文化センター　☎ 0778-52-7430

176 ソノーレ・ウィンドアンサンブル第14回冬の音楽会

眼鏡産業を福井に根付かせることに尽力した増永五左衛門を題材とした小説
「おしょりん」を原作に演劇を上演。
◦期間　11月25日㊐
◦会場　鯖江市文化センター
◦時間　開場13：00、トークショー13：30～、開演14：30
◦料金　一般1000円、高校生500円（当日は一般1200円、高校生700円）
問合せ 　鯖江市教育委員会文化課　☎ 0778-53-2257

175 市民参加型演劇「おしょりん」

鯖江市の美術文化の向上を図り、市民に親しまれる美術の祭典となることを目的に
美術展を開催します。
◦期間　11月23日㊎・㊗～11月27日㊋
◦会場　鯖江市嚮陽会館、まなべの館
◦時間　10：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　鯖江市まなべの館　☎ 0778-53-2257

174 第11回鯖江市美術展

「発信！めがねのまちさばえ」をテーマに、市内ものづくり産業関連事業所
のブース展示等を行います。
◦期間　10月26日㊎～10月28日㊐
◦会場　鯖江市嚮陽会館
◦時間　10：00～17：00（最終日は16：00まで）
◦料金　無料
問合せ 　鯖江商工会議所　☎ 0778-51-2800

173 さばえものづくり博覧会2018

漆器や眼鏡、和紙などの工房が根ざす丹南エリアを中心とする、年に一度
のものづくりの祭典です。
◦期間　10月19日㊎～10月21日㊐
◦会場　鯖江市・越前市・越前町一円
◦時間　10：00～17：00
◦料金　無料　※一部のワークショップ等有料
問合せ 　RENEW実行委員会　☎ 0778-65-0048

172 RENEW

内田フラメンコ教室の講師・生徒による発表会です。フラメンコの衣装を
着て、50名でハピネスダンスを踊ります。
◦期間　9月16日㊐
◦会場　鯖江市文化センター
◦時間　14：00開演
◦料金　2000円
問合せ 　内田フラメンコ教室　☎ 080-3042-9313

171 内田フラメンコ教室発表会

鯖江の伝統産業・越前漆器の豪華絢爛な山車巡行にはじまり、２日間漆器
販売などが開催されるイベントです。
◦期間　9月15日㊏～9月16日㊐
◦会場　うるしの里会館
◦時間　15日は8：30～17：00、16日は9：00～16：00（予定）
◦料金　無料
問合せ 　越前漆器協同組合　☎ 0778-65-0030

170 河和田塗　越前漆器　山車・漆器まつり2018

ろう者と聴者が協同する人形劇団「デフ・パペットシアター・ひとみ」による人形劇です。
◦期間　9月15日㊏
◦会場　鯖江市文化センター
◦時間　14：00～16：00
◦料金　大人1000円、中学生以下500円

（当日は大人1500円、中学生以下800円）
問合せ 　鯖江市文化センター　☎ 0778-52-7430

169 人形劇「河の童―かわのわっぱ―」

県内各市町文化協会から選抜された芸能団体が一同に会し、芸能発表を行
います。
◦期間　9月9日㊐
◦会場　鯖江市文化センター
◦時間　11：30～16：00
◦料金　無料
問合せ 　鯖江市文化協議会　☎ 0778-52-5692

168 第28回福井県市町文協選抜芸能祭

167 越前漆器展覧会
越前漆器の優秀作品を一堂に展示発表し、その品質、技術、デザイン性、
商品性を競います。
◦期間　9月8日㊏～9月10日㊊
◦会場　うるしの里会館
◦時間　9：00～17：00（最終日のみ16：00終了）
◦料金　無料
問合せ 　越前漆器協同組合　☎ 0778-65-0030

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

細川俊夫氏が音楽監督を務め、世界中から著名な音楽家を招いて行う滞在型音楽祭です。
◦期間　9月9日㊐～9月16日㊐
◦会場　越前市文化センター
◦時間　未定
◦料金　大人2000円～4000円、大学生以下1000円

※県内小中高校生無料招待制度あり
問合せ 　武生国際音楽祭推進会議　☎ 0778-23-5057

184 武生国際音楽祭2018

絵本「わにわに」シリーズ原画やイラスト作品「マオ猫」シリーズ原画を展示します。
◦期間　9月5日㊌～10月8日㊏
◦会場　紙の文化博物館
◦時間　9：30～17：00
◦料金　大人300円、団体（15名以上）200円、高校生以下無料、障がい者手帳をお

持ちの方は割引あり
問合せ 　越前市産業政策課　☎ 0778-22-3047

183 岡太神社・大瀧神社1300年大祭記念事業「山口マオ 原画展」（仮）

越前市内在住の一般、高校生、小中学生を対象に、随筆や読書感想文、小
説などの作品を募集し、表彰します。
◦期間　募集期間：8月20日㊊～9月25日㊋、表彰式：12月23日㊐・㊗
◦会場　表彰式：越前市福祉健康センター多目的ホール
◦時間　表彰式14：00～
◦料金　無料
問合せ 　越前市中央図書館　☎ 0778-22-0354

182 第13回越前市民文学祭
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お茶の手もみの際に歌われ人々に親しまれてきた茶もみ唄を発信するため、
コンクールを開催します。
◦期間　11月4日㊐
◦会場　越前市いまだて芸術館
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　味真野公民館　☎ 0778-27-1926

200 第9回味真野茶もみ唄全国コンクール

2キロからハーフまで5種目、計28部門。自分にあった種目を選んで走ることができます。
◦期間　11月3日㊏・㊗
◦会場　スタート会場：武生西小学校、ゴール会場：武生第三中学校
◦時間　開会式8：20～、スタート9：00～
◦料金　参加料1000円～2500円　※入場料は無料
問合せ 　菊花マラソン実行委員会（越前市教育委員会事務局スポーツ課内）

☎ 0778-22-7463

199 第37回菊花マラソン

越前市文化協議会加盟の茶道各流派による抹茶、煎茶のお点前を披露する
茶会を開催します。
◦期間　11月2日㊎、11月3日㊏・㊗
◦会場　越前ショッピングタウンシピィ
◦時間　10：00～　　◦料金　大人300円
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

198 越前市民茶会

越前市文化協議会加盟の華道各流派によるいけばなの作品を展示します。

◦期間　11月2日㊎、11月3日㊏・㊗
◦会場　越前ショッピングタウンシピィ
◦時間　10：00～　　◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

197 越前市民いけばな展

越前市文化協議会加盟の団体による盆栽の作品を展示します。
◦期間　11月1日㊍～11月4日㊐
◦会場　11月1日～3日はいまだて芸術館、

11月3日、4日はふるさとギャラリー叔羅
◦時間　いまだて芸術館9：00～、ふるさとギャラリー叔羅10：00～
◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）　☎ 0778-23-6123

196 越前市民文化展

公募による絵画・造形、日本画、水墨画、書道、写真、彫刻、工芸、手芸
の作品を展示します。
◦期間　10月27日㊏～11月4日㊐
◦会場　越前ショッピングタウンシピィ
◦時間　10：00～　　◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

195 越前市民美術展

学校対抗団体戦のかるたの大会です。県内の小学校低学年、小学校高学年、
中学、高校の4部門があります。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　越前市武道館
◦時間　9：00～19：00
◦料金　無料　※競技参加料は1チーム1000円
問合せ 　福井新聞社事業局　☎ 0776-57-5180

194 第66回県学校対抗かるた選手権大会

自治振興会、公民館、若者グループ、越前市商工会、地元ＪＡ等が連携し
越前市の魅力を発信します。
◦期間　10月20日㊏
◦会場　越前市あいぱーく今立ほか
◦時間　10：00～17：00　　◦料金　無料
問合せ 　越前げんきフェスタ実行委員会事務局（越前市今立総合支所地域振興課内）

☎ 0778-43-7811

193 越前げんきフェスタ

「越前鳥の子紙」が国指定重要文化財となったことを受け、装飾料紙の古典的な名品を展示します。

◦期間　10月19日㊎～11月26日㊊
◦会場　紙の文化博物館　　◦時間　9：30～17：00
◦料金　大人300円、団体（15名以上）200円、高校生以下無料、障がい者手帳を

お持ちの方は割引あり
問合せ 　越前市産業政策課　☎ 0778-22-3047

192 岡太神社・大瀧神社1300年大祭記念事業「鳥の子装飾料紙」（仮）

紫式部が越前市に滞在したことの文化的価値を広く伝えるため、源氏物語
に関する講義や現地研修などを行います。
◦期間　10月19日㊎～10月21日㊐
◦会場　ホテルクラウンヒルズ武生ほか
◦時間　未定
◦料金　大人3000円　※現地研修などは別途参加費が必要
問合せ 　源氏物語アカデミー委員会　☎ 0778-23-3374

191 第31回源氏物語アカデミー

多種多様な分野のクラフト作家による制作体験と作品展示・販売を行います。

◦期間　10月13日㊏～10月14日㊐
◦会場　越前市武生中央公園
◦時間　10：00～16：00
◦料金　入場無料　※別途材料費が必要
問合せ 　福井県生活文化連合会　☎ 0776-21-7218

190 2018ものづくり体験＆クラフト展示販売inたけふ菊人形

県内太鼓チームの友好と技術向上に向けて、県内の太鼓チームが一堂に会
して、競合、共演する太鼓の祭典です。
◦期間　10月7日㊐
◦会場　越前市いまだて芸術館
◦時間　13：30～16：00
◦料金　大人1500円、子ども500円（大会関係者：無料）
問合せ 　福井県太鼓連盟　☎ 0778-42-0072

189 太鼓ふれあいフェスティバル

愛好家の方が丹精込めて育てた菊花展示やOSK日本歌劇団によるステージ
など見どころ満載なイベントです。
◦期間　9月28日㊎～11月4日㊐
◦会場　越前市武生中央公園
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　たけふ菊人形まつり実行委員会　☎ 0778-21-0175

188 2018たけふ菊人形

いわさきちひろの生誕100年を記念し、ちひろの画業をたどるピエゾグラ
フ展を、展示替えを行いながらロングランで開催します。
◦期間　9月21日㊎～12月24日㊊　※休館（月）、展示替期間
◦会場　越前市武生公会堂記念館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　大人500円、高校生以下無料、障がいがある方とその介助者1名は無料
問合せ 　越前市武生公会堂記念館　☎ 0778-21-3900

186 特別展 生誕100年記念「ピエゾグラフによる いわさきちひろの歩み展」

小中高校生を含む一般公募書作品、会員の書作品を約200点展示します。

◦期間　9月21日㊎～9月23日㊐・㊗
◦会場　シピィ2階ホール、1階催事場
◦時間　10：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　洗心書道会　☎ 0778-23-1721

185 第63回洗心書道展

諸家文書（日記）などから読み取れる、幕末のころの越前の世相や風俗を
紹介します。
◦期間　9月21日㊎～12月24日㊊　※休館（月）、休日の場合は翌日
◦会場　越前市武生公会堂記念館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　越前市武生公会堂記念館　☎ 0778-21-3900

187 古文書が伝える幕末の越前

越前市内の小学校・中学校から選ばれた児童・生徒の作品を展示します。
◦期間　11月9日㊎～11月14日㊌
◦会場　越前市いまだて芸術館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

202 子ども書道展

越前市内の幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校から選ばれた
作品を展示します。
◦期間　11月9日㊎～11月14日㊌
◦会場　越前市いまだて芸術館
◦時間　9：00～17：00　　◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

201 子ども美術展

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。
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福井県吟剣詩舞道総連盟に属する、吟詠7会派と剣詩舞3会派、非会員2会
派が集まり、吟詠と剣詩舞を演じます。
◦期間　11月23日㊎・㊗
◦会場　越前陶芸村文化交流会館
◦時間　13：30～16：45
◦料金　無料
問合せ 　福井県吟剣詩舞道総連盟　☎ 0776-26-5266

217 ふくい県民総合文化祭「第13回吟詠剣詩舞の祭典」

秋の里山を愛でながら、1300年前に泰澄大師が修行のため通った越知山へ
の道を歩きます。
◦期間　11月3日㊏・㊗
◦会場　越知山泰澄の道　トレイルコースのうち八坂神社から大谷寺往復
◦時間　7：30～15：30
◦料金　無料
問合せ 　越知山泰澄塾　☎ 090-8265-8338

216 第11回秋の泰澄ウォーク

茶の湯を通じて日本文化を西欧に広めた岡倉天心をテーマに、格式高く、
魅力ある茶会を開催します。
◦期間　10月20日㊏、10月21日㊐
◦会場　越前古窯博物館
◦時間　9：00～
◦料金　8000円（予定）
問合せ 　「天心茶会」実行委員会事務局　☎ 0778-32-3262

215 越前古窯「天心茶会」

幕末・明治期における越前町の歴史を様々な視点から描きます。

◦期間　9月29日㊏～12月2日㊐　※休館（月）祝日の場合は翌日
◦会場　越前町織田文化歴史館
◦時間　10：00～18：00（入館は17：30まで）
◦料金　一般・大学生・高校生100円、中学生以下・70歳以上無料
問合せ 　越前町織田文化歴史館　☎ 0778-36-2288

214 幕末明治の越前町

底曳網漁が解禁となる9月に開催されるさかな尽くしのイベントです。

◦期間　9月22日㊏～9月23日㊐
◦会場　越前町厨漁港広場
◦時間　9：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　一般社団法人越前町観光連盟　☎ 0778-37-1234

213 第8回越前さかなまつり

明治期に製作された越前焼、明治期の越前焼産地の状況がわかる文書資料
を展示します。
◦期間　7月3日㊋～9月30日㊐
◦会場　越前古窯博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　一般・大学生200円、70歳以上・高校生以下無料
問合せ 　越前古窯博物館　☎ 0778-32-3262

212 明治以降のやきもの

北前船主の館右近家とその周辺で、夕日の沈む時間に合わせコンサートを
開催し、行燈等でライトアップします。
◦期間　10月13日㊏
◦会場　北前船主の館右近家ほか
◦時間　13：00～20：00（ライトアップは17：00から）
◦料金　無料
問合せ 　南越前町観光まちづくり課　☎ 0778-47-8002

211 灯りゃんせ

文化庁登録有形文化財・土木学会選奨土木遺産である鉄道遺産トンネル群
を歩きます（要予約）。
◦期間　10月28日㊐
◦会場　今庄～敦賀間旧北陸線トンネル群
◦時間　未定
◦料金　有料
問合せ 　一般社団法人南越前町今庄観光協会　☎ 0778-45-0074

210 旧国鉄北陸線ウォーキング大会

江戸時代には宿場町として繁栄し、明治時代には、鉄道のまちとして発展
を遂げた今庄を様々な面から紹介します。
◦期間　9月21日㊎～10月21日㊐　※土・日および企画展開催中のみ開館予定
◦会場　昭和会館
◦時間　10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　南越前町観光まちづくり課　☎ 0778-47-8002

209 宿場町・鉄道のまち今庄

北前船の最盛期を生き抜き、日本海五大船主に押し上げた9代目右近権左衛
門の活躍を中心に紹介します。
◦期間　9月29日㊏～11月25日㊐　※休館（水）
◦会場　北前船主の館右近家
◦時間　9：00～16：00
◦料金　一般・大学生・高校生500円、小中学生300円、小学生未満無料
問合せ 　北前船主の館右近家　☎ 0778-48-2196

208 北前船主 9代目右近権左衛門―幕末・明治の右近家―

古い歴史ある町並みを散策できます。今庄ならではの特産品も楽しめます。

◦期間　9月16日㊐
◦会場　北国街道・JR今庄駅周辺
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　一般社団法人南越前町今庄観光協会　☎ 0778-45-0074

207 街道浪漫今庄宿

国の重要文化財である北前船主の屋敷「中村家住宅」を特別公開します。

◦期間　10月13日㊏、10月14日㊐
◦会場　中村家住宅
◦時間　9：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　南越前町観光まちづくり課　☎ 0778-47-8002

206 中村家住宅特別公開（北前船の歴史を語る旧家の公開）

宿場のまち、鉄道のまち、今庄の歴史といまを楽しく紹介します。

◦期間　通年　※1月1日㊋～1月3日㊍は休館
◦会場　今庄まちなみ情報館
◦時間　9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　一般社団法人南越前町今庄観光協会　☎ 0778-45-0074

205 今庄まちなみ情報館

越前市とその周辺地域に住む子どもたちが一丸となって一つの舞台を作り
ます。
◦期間　12月9日㊐
◦会場　越前市文化センター　大ホール
◦時間　14：00開演
◦料金　大人1000円、子ども800円
問合せ 　たけのっ子劇場　☎ 090-2830-8802

204 たけのっ子劇場ミュージカル

越前市文化協議会加盟の日本舞踊・吟舞・邦楽・和楽など30以上の団体が
日頃の活動成果を発表します。
◦期間　11月10日㊏～11月11日㊐
◦会場　越前市文化センター
◦時間　12：30～　　◦料金　無料
問合せ 　越前市民総合文化祭実行委員会（越前市武生西公民館別館内）

☎ 0778-23-6123

203 越前市民芸能祭

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

白磁葵文徳利

日本水仙の三大群生地で知られる越前海岸で開催される水仙まつりです。

◦期間　12月15日㊏～1月21日㊊
◦会場　越前海岸一帯（越前町・南越前町・福井市）
◦時間　イベントによる　※詳細はホームページをご覧ください
◦料金　無料
問合せ 　越前海岸観光協会連合会（越前町観光連盟内）　☎ 0778-37-1234

219 第44回越前海岸水仙まつり

越前がに最大の水揚げを誇る越前町で開催される県内最大のカニの祭典です。

◦期間　11月17日㊏～11月18日㊐
◦会場　道の駅「越前」駐車場
◦時間　9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　一般社団法人越前町観光連盟　☎ 0778-37-1234

218 越前かにまつり
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与謝野晶子とともに「明星」で活躍した明治の歌人、山川登美子の愛用品
や歌稿などを展示しています。
◦期間　通年　※休館（火）祝日の場合は翌平日
◦会場　山川登美子記念館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人300円、大学生・高校生200円、中学生以下無料
問合せ 　小浜市教育委員会文化課　☎ 0770-64-6034

232 山川登美子記念館　常設展示

2009年にギネス認定された世界一長い箸が館内にそびえたち、3000
種類の箸を展示・販売しています。
◦期間　通年
◦会場　箸のふるさと館　WAKASA
◦時間　平日9：00～17：00、日・祝日9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　箸のふるさと館 WAKASA　☎ 0770-52-1733

231 箸のふるさと館WAKASA

230 つるが鉄道フェスティバル
Nゲージ、HOゲージパノラマ展示や運転会など、鉄道関連を楽しめるイベ
ントです。
◦期間　11月17日㊏、11月18日㊐
◦会場　きらめきみなと館
◦時間　10：00～17：00
◦料金　大人500円
問合せ 　「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会事務局　☎ 090-3290-4112

全長70ｍのアーチトンネルと、鉄道と港のまちつるがをイメージしたモニ
ュメントが登場。
◦期間　11月3日㊏・㊗～12月25日㊋
◦会場　金ヶ崎緑地
◦時間　18：00～21：00（土・日・祝日は22：00まで）
◦料金　無料
問合せ 　「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会事務局　☎ 090-3290-4112

229 敦賀港イルミネーション「ミライエ」

敦賀市とつながりの深い友好都市等と連携し、日本遺産や観光資源、歴史・
文化をテーマとしたイベントを開催。
◦期間　10月20日㊏、10月21日㊐（予定）
◦会場　きらめきみなと館
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　敦賀市観光振興課　☎ 0770-22-8128

228 観光物産 in みなと敦賀2018

敦賀は松尾芭蕉「奥の細道」の杖措きの地といわれているのにちなみ、俳
句を募集し、優秀な作品を表彰します。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　きらめきみなと館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　無料
問合せ 　敦賀俳句作家協会事務局　☎ 0770-23-1482

227「奥の細道」つるが芭蕉紀行第15回全国俳句大会

明治維新直前、天狗党一行に起こった悲劇を検証します。

◦期間　9月22日㊏～10月21日㊐　※休館（月）
◦会場　敦賀市立博物館
◦時間　10：00～17：00
◦料金　一般・大学生300円、高校生以下無料（20名以上団体割引あり）
問合せ 　敦賀市立博物館　☎ 0770-25-7033

226 水戸天狗党敦賀に散る

敦賀市の秋の風物詩です。山車巡行、神輿渡御、カーニバル大行進、民謡
踊りの夕べなど。
◦期間　9月1日㊏～9月4日㊋
◦会場　敦賀市中心市街地一帯（氣比神宮周辺）
◦時間　各日、行事内容による
◦料金　無料
問合せ 　敦賀まつり振興協議会事務局　☎ 0770-22-8122

225 敦賀まつり

市内の遺跡から出土した資料を展示しています。

◦期間　通年　※休館（土・日・祝日・年末年始）
◦会場　敦賀市教育委員会文化振興課分室
◦時間　9：00～17：00（入室は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　敦賀市教育委員会文化振興課　☎ 0770-22-8152

224 文化振興課分室　常設展示

223 みなとつるが山車会館 別館常設展（敦賀城主 大谷吉継）
旧大和田銀行本店の初代社屋を活用した別館で、敦賀城主大谷吉継の関係
資料や北前船の大型模型などを展示。
◦期間　通年　※休館（月）祝日の場合は翌日、祝日の翌日、年末年始
◦会場　みなとつるが山車会館 別館　◦時間　10：00～17：00
◦料金　一般300円、市立博物館共通一般500円（20名以上団体割引あり）

※障害者手帳の提示により本人と付き添いの方1名無料
問合せ 　なとつるが山車会館　☎ 0770-21-5570

敦賀まつりに曳き出される実物の山車を展示しています。
◦期間　通年　※休館（月）祝日の場合は翌日、祝日の翌日、年末年始
◦会場　みなとつるが山車会館
◦時間　10：00～17：00
◦料金　一般300円、市立博物館共通一般500円（20名以上団体割引あり）

※障害者手帳の提示により本人と付き添いの方1名無料
問合せ 　みなとつるが山車会館　☎ 0770-21-5570

222 みなとつるが山車会館　常設展（山車）

近代の敦賀港と旧大和田銀行に関する資料など、敦賀の歴史に関する資料
を常設展示しています。
◦期間　通年
◦会場　敦賀市立博物館　1、2階展示室
◦時間　10：00～17：00
◦料金　一般・大学生300円、高校生以下無料（20名以上団体割引あり）
問合せ 　敦賀市立博物館　☎ 0770-25-7033

221 敦賀市立博物館　常設展

月に1回、テーマを設けて当館の美術コレクションを展示しています。
◦期間　通年（特別展期間、冬季は除く）
◦会場　敦賀市立博物館　３階展示室
◦時間　10：00～17：00
◦料金　一般・大学生300円、高校生以下無料（20名以上団体割引あり）
問合せ 　敦賀市立博物館　☎ 0770-25-7033

220 敦賀市立博物館　館蔵美術展示

池田町

勝山市

大野市

福井市

永平寺町

敦賀市
美浜町

若狭町
高浜町

小浜市

おおい町

坂井市

あわら市

鯖江市

越前市

越前町

南越前町

敦 賀 市……220〜230
小 浜 市……231〜243
美 浜 町……244〜250
高 浜 町……251〜256
おおい町……257〜261
若 狭 町……262〜271

嶺南エリア嶺南エリア

和食のユネスコ無形文化遺産登録から5周年を迎えるにあたり、和食の特徴
を小浜の食を通して紹介します。
◦期間　3月15日㊍～9月11日㊋
◦会場　御食国若狭おばま食文化館
◦時間　9：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　御食国若狭おばま食文化館　☎ 0770-53-1000

234 企画展示「和食 日本人の伝統的な食文化 小浜の食から見る」

重要伝統的建造物群保存地区「小浜西組」内の伝統的建造物を整備し、一般公開しています。
◦期間　通年　※休館　町並み保存資料館（火）、町並みと食の館（水）
◦会場　小浜町並み保存資料館、町並みと食の館、蓬嶋楼
◦時間　町並み保存資料館：4月～11月は9：00～17：00、12月～3月は10：00～16：00、

町並みと食の館：9：00～22：00、蓬嶋楼：土日祝日の10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　小浜市教育委員会文化課　☎ 0770-64-6034

233「小浜西組」町屋の一般公開

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

天狗党騒動図（敦賀市立博物館蔵）
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250 人権のつどい

249 美浜美術展

人権作品の表彰式、優秀作品の朗読・展示を行います。ホールでは、演奏
会とコンサートを行います。
◦期間　12月8日㊏
◦会場　美浜町生涯学習センターなびあす
◦時間　9：00～15：30（予定）
◦料金　無料
問合せ 　美浜町生涯学習センターなびあす　☎ 0770-32-1212

美浜美術展入賞者の作品を展示します。

◦期間　11月13日㊋～11月23日㊎・㊗
◦会場　美浜町生涯学習センターなびあす
◦時間　10：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　美浜町生涯学習センターなびあす　☎ 0770-32-1212

町内の文化協会加入団体による展示やステージ発表を行います。

◦期間　11月3日㊏・㊗～11月4日㊐
◦会場　美浜町生涯学習センターなびあす
◦時間　9：00～
◦料金　無料
問合せ 　美浜町生涯学習センターなびあす　☎ 0770-32-1212

248 みはまナビフェス2018　文化部門

明治前半、佐柿には三方郡役所が置かれ郡の中心地でした。明治から幕末に遡る形で当時の佐柿を紹介します。
◦期間　前期：7月21日㊏～9月30日㊐　後期：10月20日㊏～12月28日㊎
◦会場　若狭国吉城歴史資料館
◦時間　4月～11月9：00～17：00、12月10：00～16：30（入館は閉館30分前まで）
◦料金　大人100円（大会関係者：大人50円）、小中学生50円（20名以上団体割引あり）

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により入館料無料
問合せ 　若狭国吉城歴史資料館　☎ 0770-32-0050

247 前期：明治佐柿と三方郡役所　後期：幕末佐柿と水戸天狗党

幕末の若狭で、人と農業を支えた偉大な農業実践家・伊藤正作にスポットを当てます。

◦期間　7月3日㊋～11月18日㊐　　◦会場　美浜町歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人100円、小中学生50円（20名以上団体割引あり）

（大会関係者：大人50円（20名以上の団体は無料）、小中学生無料）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により入館料無料

問合せ 　美浜町歴史文化館　☎ 0770-32-0027

246 知識と技術と実践で若狭の農を支えた偉人 ―伊藤正作

美浜町ゆかりの古代遺跡から出土した考古資料や民俗資料（生活民具）を展示しています。

◦期間　通年　　◦会場　美浜町歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　大人100円、小中学生50円（20名以上団体割引あり）

（大会関係者：大人50円（20名以上の団体は無料）、小中学生無料）
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により入館料無料

問合せ 　美浜町歴史文化館　☎ 0770-32-0027

245 美浜町歴史文化館　常設展

越前国と若狭国の国境に築かれ、越前朝倉氏の侵攻を防いだ国吉城と、城下町・佐柿区の歴史を紹介します。
◦期間　通年　　◦会場　若狭国吉城歴史資料館
◦時間　4月～11月9：00～17：00、12月10：00～16：30

（入館は閉館30分前まで）
◦料金　大人100円（大会関係者：大人50円）、小中学生50円（20名以上団体割引あり）

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示により入館料無料
問合せ 　若狭国吉城歴史資料館　☎ 0770-32-0050

244 若狭国吉城歴史資料館

小浜藩主酒井忠義、梅田雲浜、杉田玄白、伴信友など若狭小浜の偉人の人
物像を、小浜市内に残る資料を中心に紹介。
◦期間　11月23日㊎・㊗～11月29日㊍
◦会場　若狭図書学習センター
◦時間　9：00～16：30（土・日・祝は17：00まで）
◦料金　無料
問合せ 　小浜市教育委員会文化課　☎ 0770-64-6034

243 企画展「幕末小浜藩-近代日本を創生した人々の思い-」

全国各地のご当地グルメが集う屋台村や姉妹都市・友好都市の物産展など
を行います。
◦期間　10月20日㊏～10月21日㊐
◦会場　御食国若狭おばま食文化館横
◦時間　10：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　小浜市商工観光課　☎ 0770-64-6021

242 OBAMA食のまつり

国際コンクール優勝など輝かしい受賞歴を誇る実力者アナ・ヴィドヴィチ
のギターリサイタルです。
◦期間　10月9日㊋　　◦会場　小浜市文化会館　大ホール
◦時間　18：30～20：00
◦料金　大人2500円、学生1000円

（大会関係者：大人1000円（当日のみ対応））
問合せ 　小浜市文化会館　☎ 0770-53-9700

241 アナ・ヴィドヴィチ　ギターリサイタル

幕末明治期に制作された絵巻や浮世絵から、同時代の庶民の生活や娯楽を探ります。
◦期間　10月6日㊏～11月11日㊐
◦会場　福井県立若狭歴史博物館
◦時間　9：00～17：00（最終入場は16：30）
◦料金　大人400円、大学生・高校生300円、小中学生200円

（大会関係者：2割引き）
問合せ 　福井県立若狭歴史博物館　☎ 0770-56-0525

240 特別展「うきたつ人々～幕末若狭の祭礼・風俗・世相～」

NHKドラマ「ちりとてちん」をきっかけに全国4大落語大会の一つとして
実施しています。
◦期間　予選会：9月22日㊏、決勝大会：9月23日㊐・㊗
◦会場　まちの駅旭座、働く婦人の家
◦時間　予選会12：30～17：40、決勝大会13：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　小浜市文化会館　☎ 0770-53-9700

239 ちりとてちん杯全国女性落語大会

山車や大太鼓・神楽・獅子の4種類の演じ物と神輿が町中を巡る300年の歴
史を持つ若狭地方最大の秋祭りです。
◦期間　9月15日㊏～9月16日㊐
◦会場　八幡神社
◦時間　8：00～20：00
◦料金　無料
問合せ 　小浜市商工観光課　☎ 0770-64-6021

238 八幡神社例祭「小浜放生祭」

小浜祇園祭礼絵巻（廣嶺神社所蔵）

江戸時代から幕末、明治時代の料理をレプリカで再現。杉田玄白の長寿の
秘訣に学び全国公募した「現代版養生七不可」も紹介します。
◦期間　9月14日㊎～3月12日㊋
◦会場　御食国若狭おばま食文化館
◦時間　9：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　御食国若狭おばま食文化館　☎ 0770-53-1000

237 幕末・明治の食文化

県内外より30チーム以上が集まるよさこいイベント。国体・障スポ公式ダ
ンス「はぴねすダンス」も披露します。
◦期間　9月8日㊏～9月9日㊐
◦会場　御食国若狭おばま食文化館裏特設ステージほか
◦時間　前夜祭17：00～21：00、本祭10：00～18：30
◦料金　無料
問合せ 　御食国若狭おばまYOSAKOI祭2018実行委員会　☎ 090-3152-7316

236 御食国若狭おばまYOSAKOI祭2018

国体・障スポをはじめとしたスポーツ大会関連の図書および各種スポーツ
に関する図書を特集展示します。
◦期間　9月1日㊏～10月24日㊌
◦会場　若狭図書学習センター
◦時間　平日9：00～19：00、土・日・祝日9：00～18：00
◦料金　無料
問合せ 　若狭図書学習センター　☎ 0770-52-2705

235 国体開催記念 スポーツを楽しもう！

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

三方郡役所文書（一部）

上：農業蒙訓　下：耕作いろはうた

釈宗演のほか、師である越渓、大拙など有名な禅高僧を学ぶツアーです。
禅と若狭の食文化を満喫できます。
◦期間　9月～10月
◦会場　大成寺（高浜町日置）ほか
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　高浜町産業振興課　☎ 0770-72-7705

252 ZEN高僧のふるさとツアー「釈宗演禅三昧のつどい」

高浜町の歴史ある漁村文化について、実物や定置網の模型、古い漁具等を
展示し、昔の漁民文化を紹介しています。
◦期間　通年　※休館（月）（火）
◦会場　高浜町漁村文化伝承館
◦時間　10：00～12：00、13：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　若狭高浜漁業協同組合　☎ 0770-72-1234

251 高浜町漁村文化伝承館
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熊川宿の自然と町並みを活かしながら、来場者が休憩し交流できる熊川宿
独自のイベントを開催します。
◦期間　10月7日㊐
◦会場　若狭鯖街道熊川宿内一帯
◦時間　9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　若狭町歴史文化課　☎ 0770-62-2711

267 第19回熊川いっぷく時代村

湖底堆積物「年縞」の世界初の博物館がオープン。水月湖年縞の実物展示
のほか、シマシマが解き明かす人類と環境の歴史などを紹介。
◦期間　9月15日㊏　※休館（火）
◦会場　福井県年縞博物館
◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般500円、小中高生200円（大会関係者：２割引）
問合せ 　福井県年縞博物館　☎ 0770-45-0456

266 福井県年
ね ん

縞
こ う

博物館（オープン）

佐久間勉が生きた明治時代とはどのような時代だったのか、佐久間の生家
に保管されていた資料から紐解きます。
◦期間　4月15日㊐～11月30日㊎
◦会場　佐久間記念交流会館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　佐久間記念交流会館　☎ 0770-45-1780

265 佐久間勉の生きた時代

日本遺産登録の宿場町・熊川宿で、朝採れの新鮮な野菜や若狭町の特産品
を地元のお母さんたちが販売します。
◦期間　3月～11月
◦会場　道の駅若狭熊川宿
◦時間　10：00～15：00（なくなり次第終了）
問合せ 　若狭町総合戦略課　☎ 0770-45-9112

264 熊川いっぷく市（朝市）

鳥浜貝塚をはじめとする若狭町内の縄文遺跡から出土した土器や丸木舟を
展示しています。
◦期間　通年　　◦会場　若狭三方縄文博物館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　一般500円、小中高校生200円（団体20名以上2割引）

（大会関係者：２割引）
問合せ 　若狭三方縄文博物館　☎ 0770-45-2270

263 若狭三方縄文博物館　常設展

若狭町北川流域を中心に展開する前方後円墳や巨大な円墳などからの出土
品を紹介しています。
◦期間　通年　※休館（火）
◦会場　若狭町歴史文化館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　無料
問合せ 　若狭町歴史文化館　☎ 0770-62-2711

262 若狭町歴史文化館　常設展

地域の文化サークルや団体によるステージ発表や作品展示など子どもから
お年寄りまで気軽に集い楽しめるお祭り。
◦期間　10月21日㊐
◦会場　おおい町里山文化交流センター
◦時間　9：00～16：00
◦料金　無料
問合せ 　おおい町名田庄公民館　☎ 0770-67-3250

261 里山まつり2018

「暦と陰陽道のふるさと」おおい町を広く県内外にＰＲするため、日本の伝
統文化を鑑賞するイベントを開催。
◦期間　9月8日㊏
◦会場　頭巾山青少年旅行村（流星館コンベンションホール）
◦時間　17：00～20：30
◦料金　無料
問合せ 　おおい町暦会館　☎ 0770-67-2876

260 暦イベント「日本の伝統文化を観る夕べ」

廃仏毀釈という仏教受難の時代を乗り越えて世界的な思想となったZENの
流れを、若狭ゆかりの禅師を中心に紹介。
◦期間　8月22日㊌～11月26日㊊　※休館（火）
◦会場　若州一滴文庫
◦時間　9：00～17：00
◦料金　一般・大学生・高校生300円、中学生以下・70歳以上無料
問合せ 　若州一滴文庫　☎ 0770-77-2445

259 動乱の時代をあゆむ～日本思想史の源流たる若狭の禅僧～

陰陽師・安倍晴明の子孫、土御門家にまつわる資料や古暦を展示しています。

◦期間　通年
◦会場　おおい町暦会館
◦時間　9：00～16：00
◦料金　大人200円、小中学生100円　※障害者手帳の提示により無料
問合せ 　おおい町暦会館　☎ 0770-67-2876

258 おおい町暦会館　常設展

町の特産品であるきのこをテーマにした公園です。
◦期間　通年
◦会場　きのこの森
◦時間　9：00～17：00
◦料金　高校生以上200円、3歳以上～中学生以下100円（大会関係

者：高校生以上150円、3歳以上～中学生以下50円）、2歳以下無料
問合せ 　きのこの森　☎ 0770-78-1713

257 きのこの森

毎年大好評のふぐ鍋や山鍋、海鮮鍋やふぐの唐揚げをはじめ、町内のグル
メや様々な店舗が勢ぞろいします。
◦期間　11月3日㊏・㊗
◦会場　若狭たかはまエルどらんど
◦時間　10：00～15：00
◦料金　無料
問合せ 　若狭高浜ふぐまつり実行委員会　☎ 0770-72-0338

256 若狭高浜ふぐまつり・高浜町産業まつり

高浜町出身の高僧・釈宗演の偉業を広く知らしめるため、顕彰碑の除幕式・
記念講演会を行います。
◦期間　10月28日㊐
◦会場　除幕式：高浜公民館、講演会：高浜町文化会館
◦時間　顕彰碑除幕式13：00～、記念講演会14：30～
◦料金　無料
問合せ 　釈宗演を顕彰する会　☎ 090-4766-8371

255 釈宗演没100年記念式典（釈宗演顕彰碑除幕式・記念講演会）

風光明媚な高浜町の自然を感じながら走るフラットなコースです。

◦期間　10月28日㊐
◦会場　はまなす公園
◦時間　受付8：30～9：30、開会式9：30～、発走10：00～
◦料金　一般1500円、小中高生500円（大会関係者：無料）
問合せ 　はまなすマラソン実行委員会事務局　☎ 0770-72-7724

254 第22回若狭高浜はまなすマラソン大会

郷土の偉人・釈宗演に関する資料を展示します。
◦期間　9月29日㊏～10月28日㊐
◦会場　高浜町郷土資料館
◦時間　9：00～17：00（入館は16：30まで）
◦料金　高校生以上200円、小中学生100円（大会関係者：高校生以上100円、小中学

生50円）、団体割引30名以上2割引　※身体障害者手帳の提示により入館料半額
問合せ 　高浜町郷土資料館　☎ 0770-72-5270

253 高浜町郷土資料館 秋季企画展 郷土の偉人 ―高僧  釈 宗演―

書道、絵画、写真、俳句などの作品展示のほか、合唱、詩吟、舞踊、太鼓
等の舞台発表会を開催します。
◦期間　11月1日㊍～11月4日㊐
◦会場　パレア若狭
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　若狭町文化協会　☎ 0770-62-2508

270 若狭町文化祭

町内外の伝統芸能の公演会を実施します。

◦期間　10月20日㊏または10月21日㊐
◦会場　パレア若狭　音楽ホール
◦時間　未定
◦料金　無料
問合せ 　若狭町歴史文化課　☎ 0770-62-2711

269 伝統文化のつどい

ひとりひとりの「好き」や「得意」が、ほかの人の元気につながるよう出会い
の場をつくることで、よりよい共生社会を目指します。
◦期間　10月20日㊏～10月21日㊐
◦会場　パレア若狭、若狭町歴史文化館
◦時間　9：00～17：00　※展示物は8：30～20：00
◦料金　無料　※一部催事は有料
問合せ 　ハート＆アートフェスタ実行委員会（若狭町パレア文化課内）　☎ 0770-62-2508

268 第12回福祉と文化の祭典　ハート＆アートフェスタ2018

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。
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県内エリアにて幕末明治ゆかりのクイズラリーを実施します。

◦期間　7月21日㊏～11月30日㊎
◦会場　福井市、坂井市、鯖江市、越前市、小浜市の各施設
◦時間　各施設の開館時間に準ずる
◦料金　無料
問合せ 　（公社）福井県観光連盟　☎ 0776-23-3677

272 幕末の地を巡る謎解きクイズラリー

鯖江市

越前市

敦賀市
美浜町

若狭町

高浜町
小浜市

越前町

池田町

勝山市

大野市

坂井市

あわら市

おおい町

南越前町

福井市
永平寺町

県内各地県内各地

宝塚出身で女優、歌手として幅広く活躍する純名里沙とオーケストラ・ア
ンサンブル金沢による華やかなミュージカルナンバー。
◦期間　12月2日㊐
◦会場　パレア若狭　音楽ホール
◦時間　14：00開演
◦料金　大人4000円、学生2000円
問合せ 　若狭町パレア文化課　☎ 0770-62-2508

271 純名里沙 with オーケストラ・アンサンブル金沢

開催日順一覧

※大会関係者とは、福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会の「参加章」「記念章」「IDカード」を提示された方です。
※掲載会場の休館日、入館時間等の詳細につきましては、【問合せ】の事業者へお問い合わせください。

期間　 事業名 開催地 掲載頁 番号

通年
（毎月第3金曜日開催） home town live 福井市 7 001

通年 福井市自然史博物館　常設展 福井市 7 002

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　常設展示 福井市 7 003

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 福井市 7 004

通年
※休館（土・日・祝）、12月29日㊏～12

月31日㊊、但し夏休み期間中は無休
福井市文化財保護センター 福井市 7 005

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）、12月28日㊎～12月31日㊊

福井市おさごえ民家園 福井市 7 006

通年 福井市美術館　常設展
「高田博厚の世界展」 福井市 7 007

通年
※年末を除く 一乗谷朝倉氏遺跡　復原町並 福井市 7 008

通年
※年末年始、展示替時期間

を除く
福井市立郷土歴史博物館
平常展示 福井市 9 035

通年
（特別展期間、冬季は除く） 敦賀市立博物館　館蔵美術展示 敦賀市 20 220

通年 敦賀市立博物館　常設展 敦賀市 20 221

通年
※休館（月）祝日の場合は翌日、

祝日の翌日、年末年始
みなとつるが山車会館
常設展（山車） 敦賀市 20 222

通年
※休館（月）祝日の場合は翌日、

祝日の翌日、年末年始
みなとつるが山車会館
別館常設展（敦賀城主　大谷吉継） 敦賀市 20 223

通年
※休館（土・日・祝日・年

末年始）
文化振興課分室　常設展示 敦賀市 20 224

通年 箸のふるさと館WAKASA 小浜市 20 231

通年
※休館（火・祝日の場合は翌

平日）
山川登美子記念館　常設展示 小浜市 20 232

通年
※休館（町並み保存資料館（火）、

町並みと食の館（水））
「小浜西組」町屋の一般公開 小浜市 20 233

通年 大野市歴史博物館　常設展 大野市 12 097

通年 大野市民俗資料館　常設展 大野市 12 098

通年
※休館（月・祝日の場合は翌

平日、祝日の翌日は休館）
和泉郷土資料館　常設展 大野市 12 099

通年 武家屋敷旧田村家　常設展 大野市 12 100

通年 武家屋敷旧内山家　常設展 大野市 12 101

通年
※休館（月・祝日の場合は翌

平日、祝日の翌日は休館）
本願清水イトヨの里　常設展 大野市 12 102

通年 福井県立恐竜博物館　常設展 勝山市 14 121


