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都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

福井県 あわら市 ① 施設開放デー
芦原青年の家を地元に開かれた施設として地域との関係を深めるととも
に、幅広く知らしめ利用促進を図るため、施設を開放し、外部からの団
体を含め体験企画や模擬店企画などを展開します。

11月3日 福井県立芦原青年の家 福井県立芦原青年の家
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-
seinen/index.html

福井県立芦原青年の家
TEL 0776-79-1001

福井県 あわら市 ① 星空観望会
秋の大四辺形として有名なペガスス座を中心に、カシオペヤ座、アンド
ロメダ座、やぎ座にみずがめ座が見られるようになります。それぞれの
星座を見ながら、星座にまつわる話を聞きます。

11月4日 福井県立芦原青年の家 福井県立芦原青年の家 無料
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-
seinen/index.html

福井県立芦原青年の家
TEL 0776-79-1001

福井県 あわら市 ① サイエンス講座
地球から他の星に移住しなければならないときどうしますか。そして、人
類が移住するとき必要なものは何でしょう。そんな場面設定から人類と
生物とのかかわり、環境について考えるシュミレーションゲームです。

11月11日 福井県立芦原青年の家 福井県立芦原青年の家 無料
http://www.pref.fukui.jp/doc/awara-
seinen/index.html

福井県立芦原青年の家
TEL 0776-79-1001

福井県 池田町 ③ 池田町民文化祭 町民によるステージ発表や作品展示などが行われます。 11月3日～4日 能楽の里文化交流会館 池田町教育委員会 無料
池田町教育委員会
0778－44－8006

福井県 越前市 ① 「あさですよ　よるですよ」複製原画展
かこさとし氏の絵本「あさですよ　よるですよ」の全ページの複製原画の
展示

9/6～11/11 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/050/kakosatosi/

越前市かこさとし
ふるさと絵本館「砳」
0778-21-2019

福井県 越前市 ① 工作教室
かこさとし氏の絵本「あさですよ　よるですよ」の読み聞かせと、まめちゃ
んふうせんの工作

10/20.21.27 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/050/kakosatosi/

0778-21-2019

福井県 越前市 ① パピプペポーおんがくかい
かこさとし氏の絵本「パピプペポーおんがくかい」に登場する曲を歌って
楽しむ音楽会

10/28 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/050/kakosatosi/

0778-21-2019

福井県 越前市 ① だるまちゃんと遊ぼう 絵本の読み聞かせ、手遊びや歌遊びを行う。 11/3 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/050/kakosatosi/

0778-21-2019

福井県 越前市 ① からすの紙芝居やさん 紙芝居の口演、手遊びや歌遊びを行う。 10/20.11/17 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」 越前市かこさとしふるさと絵本館「砳」
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/050/kakosatosi/

0778-21-2019

福井県 越前市 ① 図書館ウォークラリー 図書館内の本を使ってクイズに答える。 10月27,28日 越前市中央図書館 越前市立図書館 無料 http://lib-city-echizen.jp/
越前市中央図書館
0778-22-0354

福井県 越前市 ① ふるほん市
保存期限の切れた雑誌や利用者から提供された本を、ひとり10冊まで
無料で提供する。

11月3日 越前市中央図書館 越前市立図書館 無料 http://lib-city-echizen.jp/

越前市中央図書館
0778-22-0354
越前市今立図書館
0778-43-0229

福井県 越前市 ① いわさきちひろでまち歩き
いわさきちひろや母文江ゆかりの地を、学芸員の解説を聞きながら歩い
て巡る。

11月10日
越前市武生公会堂記念館～越前市
街～越前市中央図書館

越前市立図書館 無料 http://lib-city-echizen.jp/
越前市中央図書館
0778-22-0354

福井県 越前市 ①
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

いわさきちひろが武生で生まれて100年目の年を迎え、いわさきちひろの
歩みをピエゾグラフ作品約100点と資料で紹介する。

9/21～12/24 越前市武生公会堂記念館　展示室 越前市武生公会堂記念館
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/030/bunkasisetu/kokaido-
top.html

越前市
武生公会堂記念館
0778-21-3900

入館料500円
ちひろの生まれた家記念館と
のセット券600円

福井県 越前市 ①
生誕101年記念ピエゾグラフによるいわさ
きちひろの歩み展関連行事　ギャラリー
トーク

展示関連行事で、ちひろ美術館学芸員による展示解説 11月10日 越前市武生公会堂記念館　展示室 越前市武生公会堂記念館
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/030/bunkasisetu/kokaido-
top.html

越前市
武生公会堂記念館
0778-21-3900

入館券が必要

福井県 越前市 ①
生誕102年記念ピエゾグラフによるいわさ
きちひろの歩み展関連行事　絵本の読み
聞かせ

展示関連行事で、「おはなしあのね」の皆さんによるちひろの絵本の読
み聞かせを行う。

10/13.10/21.11/18.12
/8.12/16

越前市武生公会堂記念館　貴賓室 越前市武生公会堂記念館 無料
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/030/bunkasisetu/kokaido-
top.html

越前市
武生公会堂記念館
0778-21-3900

福井県 越前市 ①
幕末明治福井150年記念博「古文書が伝
える幕末の越前」

諸家文書（日記）などから読み取れる、幕末頃の越前の世相や風俗を紹
介する。

9/21～12/24 越前市武生公会堂記念館　展示室 越前市武生公会堂記念館 無料
http://www.city.echizen.lg.jp/office/0
90/030/bunkasisetu/kokaido-
top.html

越前市
武生公会堂記念館
0778-21-3900

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

福井県 越前町 ③ 越前町越前地区文化祭

住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つ
めなおし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心
を高めていただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施し
ます。

10月27日
28日

アクティブランド体育館
越前町文協
越前美咲支部

無料 http://www.town.echizen.fukui.jp
生涯学習課
越前分館
0778－37－7712

福井県 越前町 ③ 越前町朝日地区総合文化祭

住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つ
めなおし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心
を高めていただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施し
ます。

11月3日
4日

越前町生涯学習センター 朝日地区総合文化祭実行委員会 無料 http://www.town.echizen.fukui.jp
生涯学習課
0778－34－2000

福井県 越前町 ③ 越前町宮崎地区文化祭

住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つ
めなおし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心
を高めていただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施し
ます。

同上 宮崎コミュニティセンター 宮崎地区文化祭実行委員会 無料 http://www.town.echizen.fukui.jp
生涯学習課
宮崎分館
0778－32－7712

福井県 越前町 ③ 越前町織田地区文化祭

住民一人ひとりが文化の担い手として、個性豊かで誇り高い文化を見つ
めなおし、その中に内在する価値に触れることによって、文化への関心
を高めていただくことを目的として、作品展示や芸能発表会等を実施し
ます。

11月4日 織田コミュニティセンター 織田地区文化祭実行委員会 無料 http://www.town.echizen.fukui.jp
生涯学習課
織田分館
0778－36－7712

福井県 越前町 ③ 越前古窯「天心茶会」
本県とゆかりのある偉人「岡倉天心」を称え、格式高く、華道家にとって
魅力ある茶会を開催し、越前焼をはじめ福井の伝統工芸を来場者の皆
様にご紹介します。

10月20日～21日
越前古窯博物館
福井県陶芸館

「天心茶会」
実行委員会

「天心茶会」
実行委員会
電話0778-32-3262

要事前申し込み
料金8,000円

福井県 おおい町 ①③ 特別展「長楽寺の至宝」
大島半島を代表する長楽寺（おおい町大島）が所蔵する木造阿弥陀如
来坐像（重要文化財）を始め、長楽寺所蔵の文化財を一堂に展示し、長
楽寺の歴史について紹介する。

平成29年10月21日～
平成30年12月2日

おおい町立郷土史料館　1階企画展
示室

おおい町立郷土史料館 無料 http://townohi-lib.jp/siryo/
おおい町立郷土史料館
0770-77-2820

福井県 おおい町 ①③
大島半島のニソの杜の習俗調査報告書
刊行記念公開シンポジウム「ニソの杜と
先祖祭り」

大島半島に伝承される祭祀「ニソの杜」について、平成27年度から29年
度の3ヶ年をかけ、ニソの杜と祭祀の現況調査及び記録保存、ニソの杜
と有機的な関係にある大島半島の自然環境や村落組織、年中行事等
の調査を行った。その調査成果やニソの杜の周知と発信、今後の保護
について、調査に携わっていただいた調査員の方を招きシンポジウムを
開催する。

11月24日 おおい町総合町民センター
おおい町・おおい町教育委員会・
おおい町立郷土史料館

無料 http://townohi-lib.jp/siryo/
おおい町立郷土史料館
0770-77-2820

福井県 おおい町 ①、③ 里山まつり2018
文化活動団体等の発表の場として、また、子どもからお年寄りまでが気
軽に集い楽しめる地域住民の交流の場として、地域文化の活性化につ
なげる。作品展示・ステージ発表・バザー。

10月21日 おおい町里山文化交流センター おおい町教育委員会 無料
おおい町教育委員会
名田庄公民館
℡0770－67－3250

福井県 おおい町 ③ おおい町民文化祭
おおい町文化協会に所属している団体による、舞台発表や作品展示、
バザー。

11月3日～11月4日 総合町民センター
おおい町文化協会、
おおい町教育委員会

無料
おおい町文化協会
事務局
0770-77-1150

福井県 大野市 ③ 第５２回大野市総合文化祭
伝統あるふるさとの文化を継承するとともに、新しい文化を創造するな
ど、芸術の振興を図ることを目的に、市民総参加の文化祭を開催しま
す。

10/22～11/4
大野市役所市民ホール、
大野市文化会館、結とぴあ、
平蔵

【主催】大野市、大野市教育委員会
大野市文化協会
【主管】大野市総合文化祭実行委員会

調整中 0779-65-5590

福井県 大野市 ①，③ 文化に親しむ講座
富田地区民を対象に文化、教養に親しむ行事（講演会、音楽会等）を実
施する。

11月3日 富田公民館 富田地区むらづくり運動推進協議会 無料 富田公民館 8月下旬甲子決定

福井県 大野市 ① 大野の歴史を学ぶ会
越前おおのブランド大使であるマーレン・アニカ・エーラス氏による江戸
時代の大野藩の下層民に対する「貧民救済」と「身分社会」についての
講演会

11月17日 大野市図書館 大野市 無料
http://www.city.ono.fukui.jp/kosodate
/toshokan/

0779-65-5500

福井県 大野市 ③ 小京都五番物産まつり

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。その他によさこいや太鼓などのステー
ジイベントもあります。
奥越の小京都「越前大野」を感じに、ぜひお越しください。

11月3日～4日 大野市五番通り 五番商店街振興組合 無料
五番商店街振興組合
0779-66-5597

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第60回「教育・文化週間」関連行事

福井県 大野市 ③
旧田村家落語会
～笑う門に福来たる！みんなで笑おっさ
～

趣ある大野市の武家屋敷「旧田村家」で、大人も子供も大笑いの落語会
を開催します。

11月3日 武家屋敷旧田村家 武家屋敷旧田村家
武家屋敷旧田村家
0779-65-6212

福井県 大野市 ①
第22回
大野市スポーツ・レクリエーション祭

市民に多種多様なレクリエーション・スポーツを楽しむ機会を提供し、ス
ポーツ意欲を啓発し、生涯スポーツの推進を図ります。

11月10日
エキサイト広場総合体育施設、
明治公園

大野市、大野市教育委員会、
大野市体育協会、
大野市スポーツ推進委員会

無料
大野市教育委員会
生涯学習課スポーツ振興室
0779-65-5592

福井県 大野市 ③ 第３回イトヨ観察会 秋の巣作り観察とイトヨのシンちゃんランプつくり 10月28日 大野市本願清水イトヨの里 本願清水イトヨの里 無料 本願清水イトヨの里

福井県 小浜市
①，②，
③，④

幕末明治福井150年博事業
特別展「うきたつ人々～幕末若狭の祭
礼・風俗・世相～」

幕末明治維新期といえば、新たな時代を切り拓いた偉人に注目が集ま
りますが、本展では当時の一般の人々にスポットを当てます。幕末期の
城下町小浜では、江戸や京・大坂で流行した興行が催され、趣向を凝ら
した祭礼行列が町を練り歩いていました。そして、思い思いに着飾って
出かけ、見物や買い物を楽しむ人々の姿がありました。本展では、絵巻
や浮世絵などの絵画資料を通して、激動の時代に花開いた若狭の庶民
文化の世界に迫ります。

10月6日（土）～11月11
日（日）

福井県立若狭歴史博物館 福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭歴史博物館HP
http://wakahaku.pref.fukui.lg.jp/

福井県立若狭歴史博物館

福井県 坂井市 ③ 第13回坂井市民文化祭
市民が日頃の文化活動の成果を発表する機会、鑑賞・学習する機会と
して市民文化祭を開催し、さらなる市の文化振興を図ります。開催期間
中は、芸能発表および展示・茶席等が市内各会場で行われます。

10月27日～28日，11
月3日～4日

①総合開会式：たかむく古城ホール
②芸能発表および展示：市内各会場

坂井市、坂井市教育委員会、
坂井市文化協会

無料

坂井市文化協会
0776-81-2273
坂井市教育委員会文化課
0776-50-3164

福井県 坂井市 ①，③
みくに龍翔館特別展
「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～」

坂井市域に関係が深い人物で、松平春嶽や橋本左内、由利公正らと関
わりその活動に影響を与え、また幕末維新期から明治の歴史に寄与し
た、そんな「知られざるヒーロー」の中から5人を紹介するとともに、その
ゆかりの品々を展示します。また表舞台で華々しく活躍した人物だけで
なく、激動の時代に翻弄され生きた地域の民衆の姿も紹介し、幕末維新
期という時代の光と影に注目します。福井県と県内17市町が連携して開
催する「幕末明治福井150年博～ニッポンの夜明けは福井から～」の事
業の一環。

10月27日～12月2日 みくに龍翔館
坂井市、坂井市教育委員会、
みくに龍翔館

【みくに龍翔館HP】
http://www.ryusyokan.jp/

みくに龍翔館
℡（0776）82-5666

福井県 坂井市 ③ 秋いっぱいのおはなし会 秋に関するおはなしを聞いたり、工作をします。 10月28日 丸岡図書館 丸岡図書館 無料 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-67-1500

福井県 坂井市 ① 古雑誌市 図書館で保存期限切れになった雑誌を販売します。 10月20日 春江図書館 春江図書館 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-51-8810

福井県 坂井市 ① 古本・古雑誌市
図書館で保存期限切れになった雑誌及び利用者から寄贈された本を販
売します。

10月27～28日 三国図書館 三国図書館 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-81-2900

福井県 坂井市 ① エコクラフトを楽しむ 講師を招き、クラフトテープを使った工作を行います。 10月28日 春江図書館 春江図書館 無料 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-51-8811

福井県 坂井市 ① 古雑誌市 図書館で保存期限切れになった雑誌を販売します。 11月3日 丸岡図書館 丸岡図書館 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-67-1500

福井県 坂井市 ① 古雑誌市 図書館で保存期限切れになった雑誌を販売します。 11月4日 坂井図書館 坂井図書館 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-67-2666

福井県 坂井市 ①，③ 音読教室 参加者を募り、皆で古典や昔話や詩を声に出して読みます。 11月14日，28日 丸岡図書館 丸岡図書館 無料 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-67-1500

福井県 坂井市 ③ 小葉田淳記念文庫講演会
歴史講演会／　演題　『坂井市の歴史について』（仮）
講師　小谷正典氏

11月17日 丸岡図書館 丸岡図書館 無料 https://lib.city.sakai.fukui.jp 0776-67-1500

福井県 鯖江市 ①、③
明治大学連携講座
｢幕末の鯖江藩と矢代操の足跡（仮）｣
講師：野尻泰弘

明治大学を創設者の一人である鯖江藩士・矢代操が見た幕末動乱期か
ら明治時代にかけての鯖江や当時の世相を解説します。

10月21日 まなべの館 鯖江市 無料 https://www.city.sabae.fukui.jp/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ①、③
まちかど歴史浪漫コンサート
｢星降る夜の音楽会｣

文化財を舞台とした音楽コンサート。今年の舞台は築400年の古民家・
旧瓜生家住宅。出演者は「826aska」「陽影月（HIKAGETSU）」。関連イベ
ントも実施します。

10月27日 重要文化財・旧瓜生家住宅 鯖江市 無料 https://www.city.sabae.fukui.jp/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料



133

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第60回「教育・文化週間」関連行事

福井県 鯖江市 ①、③
明治維新150年
まなべで学べバスツアー

幕末に老中として奔走した鯖江藩主・間部詮勝の足跡を追うとともに、
黒船来航の地、浦賀周辺を一泊二日で巡るツアーを開催します。参加
料は28000円

11月10～11月11日 鯖江⇔神奈川県内 鯖江市
（特活）平成兼光舎
0778-52-2223（ここる）

申込受付は9/3～9/28（火・
土・日はお休み）

福井県 鯖江市 ①、③
幕末明治150年博事業
市民参加型演劇　「おしょりん」

「めがねのまちさばえ」の礎を築いた増永五左衛門兄弟を描いた藤岡陽
子氏著の『おしょりん』を原作に、市民参加型演劇として上演します。（前
売券　一般1000円、高校生500円、中学生以下無料）※当日販売200円
増

11月25日 鯖江市文化センター 鯖江市 https://www.city.sabae.fukui.jp/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ①、③
歴史シンポジウム
「弁財天山環壕集落出の現と越の弥生
社会」

北陸地方最古級の高地性環壕集落の出現は何を意味するのか、専門
の研究者を交え、その謎に迫ります。

12月16日 まなべの館 鯖江市 無料 https://www.city.sabae.fukui.jp/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ③
第６回「さばえ近松文学賞～恋話
(KOIBANA)～」表彰式

近松生誕360年を記念して創設した「さばえ近松文学賞～恋話
(KOIBANA)～」。恋にまつわる短編小説を毎年、全国から募集します。そ
の表彰式を実施します。

11月3日 立待公民館 近松の里づくり事業推進会議 無料 http://www1.ttn.ne.jp/～cc-tatim/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ③ 第16回「立待月観月の夕べ」
フラメンコと文楽のコラボレーションによる『日高川入相花王』、「身近に
狂言を楽しもう!!」、地酒と郷土料理による「立待月観月会～佐藤浩希
トークショー『フラメンコ曽根崎心中』の世界」を開催します。

11月3日 立待公民館、(資)加藤吉平商店 近松の里づくり事業推進会議 http://www2.ttn.ne.jp/～cc-tatim/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ①、③ 第21回「たちまち近松まつり」
世界に誇る文豪、近松門左衛門が、鯖江市立待地区で生まれ育ったこ
とから、近松関連団体の発表や近松史跡ウォーキング等を開催していま
す。

11月3日 立待公民館、鯖江市弓道場駐車場 たちまち近松まつり実行委員会 無料 http://www3.ttn.ne.jp/～cc-tatim/ 鯖江市立待公民館

福井県 鯖江市 ③ 葵サミット
上賀茂神社に事務局がある「葵プロジェクト」が主催して、「二葉葵」の栽
培に取り組んでいる全国の小学校を光ケーブルでつないで、発表を行い
ます。本市からは、立待小学校が参加します。

11月10日 近松会館 鯖江市 無料 https://www.city.sabae.fukui.jp/
鯖江市
教育委員会文化課
0778-51-5999

福井県 鯖江市 ② 高専祭
10月19日から21日にかけて，露店や様々なイベントを開催し，地域の方
にも見て触れて楽しんでいただきます。

10月19日～21日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料 http://www.fukui-nct.ac.jp/
学生課学生生活係
0778-62-8210

福井県 鯖江市 ①
公開講座
「スポーツカイト(凧)づくりと飛行演技」

スポーツカイトは２本のラインで自由自在に操作し、旋回や８の字飛行な
どのさまざまな飛行演技(マヌーバー)を楽しむことができる凧です。

10月20日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

福井県 鯖江市 ①
公開講座「中学生のための数学講座-高
専の入試問題で学ぼう-」

過去の入試問題をいくつか取り上げ、実際に解いてもらったあとで解説
をします。

10月20日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

福井県 鯖江市 ①
公開講座
「親子で作るオリジナル写真年賀状」

コンピュータを使って写真やイラストを交えた年賀状作りを体験します。
ソフトウェアの使い方、写真加工やイラストの追加などについて、実演を
交えながら講義していきます。

11月3日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

福井県 鯖江市 ① 野球選手に必要な体力測定
本講座では、少年野球選手を対象に、野球のパフォーマンスに大きく関
与するパワー及び敏捷性の測定と評価を行います。

11月4日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

福井県 鯖江市 ① 第２回高専カフェ
福井高専の教員が、自身が研究する専門分野の話を地域の方に向け
て実施。授業では取り上げないような裏話も盛り込んで、楽しくお話しし
ます。

11月9日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

福井県 鯖江市 ② 在学生保護者対象授業参観
来校された保護者に各教室で行われている授業を自由に参観していた
だきます。また、保護者のご質問にも対応します。

11月15日～11月16日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料 http://www.fukui-nct.ac.jp/
学生課　教務係
0778-62-1118

福井県 鯖江市 ①
公開講座「中学生のための理科講座
2018-高専の入試問題で学ぼう-」

過去の高専入試問題を素材にして講義や演習を行うことで、理科に慣
れ親しむことを目的にします。

11月17日～18日 福井工業高等専門学校 福井工業高等専門学校 無料
https://www.fukui-
nct.ac.jp/others/lecture/

総務課
総務・地域連携係
0778-62-1881

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福井県 鯖江市 ②，③ 第10回福井高専クラシックコンサート
本校学生の情操教育及び地域の文化・芸術の発展に寄与することを目
的として、学生並びに近隣の中学生とその保護者及び一般市民を対象
としたクラシックコンサートを開催します。

11月14日 鯖江市文化センター 福井工業高等専門学校 無料 http://www.fukui-nct.ac.jp/
企画推進室
0778-62-8317

福井県 高浜町 ① おはなし会 図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ会を開催します。 10月20日 高浜町中央図書館 高浜町中央図書館 無料
高浜町中央図書館
0770-72-2649

福井県 高浜町 ③ 釈宗演記念式典・記念講演 没100年記念事業（式典、講演）を催します。 10月28日 高浜町文化会館 釈宗演を顕彰する会 無料 http://shaku-soyen-kensho.com/
釈宗演を顕彰する会
0770-72-1353

福井県 高浜町 ② 大飯郡小中学校連合音楽会 音楽発表会（合唱、器楽・吹奏楽演奏など）を催します。 10月31日 高浜町文化会館 大飯郡教育研究会音楽部 無料
佐分利小学校
0770-78-1102

福井県 高浜町 ③ 高浜町文化祭
高浜町文化協会加盟団体による「展示発表」「舞台発表」などを催しま
す。

11月3日～4日 高浜町文化会館 高浜町文化協会 無料
高浜町文化協会
0770-72-2751

福井県 高浜町 ① 映画「ケアニン」上映会 映画「ケアニン」の上映会を催します。 11月10日 高浜町文化会館 高浜町地域包括支援センター 無料
高浜町
地域包括支援センター
0770-72-6120

福井県 高浜町 ①
秋季企画展
「郷土の偉人―高僧　釈宗演―」

明治・大正・昭和を駆け抜け、禅を初めて欧米へ伝えた郷土の高僧、釈
宗演禅師の関連資料を展示します。当館が所蔵する掛軸を中心とした
実物資料とともに、町内に遺された足跡などを写真資料で展示紹介しま
す。

9月29日～10月28日 高浜町郷土資料館 高浜町郷土資料館 無料
http://www.town.takahama.fukui.jp/n
ews2018html

高浜町郷土資料館
0770-72-5270

福井県 高浜町 ①
釈宗演没100年記念
演題「釈宗演老師を慕う」
講師：臨済宗円覚寺派管長　横田南嶺

釈宗演老師が示寂されて100年になることから、老師が管長を務められ
た円覚寺の現在の横田南嶺管長をお招きして、老師が円覚寺で残され
たお言葉から、当時の老師のお姿に迫ります。

10月28日 高浜町文化会館大ホール 釈宗演を顕彰する会 無料 http://shaku-soyen-kensho.com/
釈宗演を顕彰する会
0770-72-1353

福井県 高浜町 ③ 和田地区ふれあい文化祭 本年度の地区文化祭（展示発表、舞台発表）を開催します。 11月18日 和田公民館 和田地区文化推進協議会 無料
和田公民館
0770-72-1325

福井県 高浜町 ③ 和田地区ふれあい文化祭前夜祭 上段の前夜祭を開催します。 11月17日 和田公民館 和田地区文化推進協議会 無料
和田公民館
0770-72-1325

福井県 高浜町 ③ 青郷地区文化祭 本年度の地区文化祭（展示発表、舞台発表）を開催します。 11月11日 青郷公民館 青郷地区文化活動推進委員会 無料
http://www.town.takahama.fukui.jp/lif
e/manabu/education/oshirase/index.
html

青郷公民館
0770-72-6055

福井県 高浜町 ③ 内浦地区文化祭 本年度の地区文化祭（展示発表、舞台発表）を開催します。 11月17日 内浦公民館 内浦公民館地区区長会 無料
内浦公民館
0770-72-2007

福井県 敦賀市 ①，③ 松原・西浦地区文化祭
　松原公民館各自主学習教室の生徒並びに、松原・西浦地区住民の作
品を学習発表として出品し、ステージ発表も行う。

10/31～11/3 松原公民館 松原公民館 無料
松原公民館
0770-23-8990

福井県 敦賀市 ③ 第58回　市民文化祭

敦賀市文化協会の会員がもてる力を発揮し、伝統文化のすばらしさと新
しい文化の力強さを市民と広く分かち合い、心豊かな活力ある市民文化
の発展を目指すことを目的とし、美術・文学・趣芸・生活文化部門による
総合展示、花展・茶会、舞台芸能を発表する総合ステージを行います。

10月18日～21日,27日
～28日,11月4日

プラザ萬象、敦賀市民文化センター 敦賀市文化協会
敦賀市文化協会事務局
0770-21-2229

9月中旬に敦賀市HPに掲載予
定

福井県 敦賀市 ③

敦賀市民歴史講座
特別企画『幕末明治ふくい150年』
第3講「若狭路からみた幕末～小浜藩、
激動政治の渦中へ～」

福井県の幕末明治福井150年博の「リレー講演会」との連携・共催講座
です。
「「草奔」志士の先駆者・梅田雲浜」「再考京都所司代時代の酒井忠義」
と題して講師2名を招き講演します。

10月20日 ホテルニューサンピア敦賀 気比史学会 無料
気比史学会事務局
0770-23-7577

9月中旬に敦賀市HPに掲載予
定
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福井県 敦賀市 ③
「奥の細道」つるが芭蕉紀行
第15回全国俳句大会

「奥の細道」杖措きの地・敦賀において、市民をはじめ来訪者の相互交
流を目的とした大会です。当日は吟行会、記念講演、俳句大会が行わ
れ、事前投句・当日投句の入賞発表・表彰・選評があります。

10月21日 きらめきみなと館
「奥の細道」つるが芭蕉紀行全国俳句大
会実行委員会

http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_ci
ty/news_from_division/kyouiku_iinkai/
bunka_shinko/zennkoku-
haikutaikai.html

「奥の細道」つるが芭蕉紀行
全国俳句大会実行委員会事
務局
0770-23-1482

福井県 敦賀市 ①
生涯学習講座
（福井ライフ・アカデミー共催）

「子どもが幸福に育つためのこころよいかかわりかた」をテーマとして、そ
の子をその子として見ること、思春期・青年期を乗り越えるための幼児か
らの関わり方、我慢できる力と想像力の関係、保護とコントロールなど」
について講話します。家族でできるゲームも行います。

11月17日 敦賀市生涯学習センター 敦賀市教育委員会 無料
敦賀市ホームページ
http://www.city.tsuruga.lg.jp/

敦賀市教育委員会事務局
生涯学習課
0770-25-8318

10月9日以降、広報つるが、
ホームページ等に掲載予定

福井県 敦賀市 ③ 東浦地区ミニ文化展
地区の小学生からお年寄りまでのそれぞれが、日頃制作等に取り組ん
でいるさまざまなジャンルの芸術作品を公民館に展示して多くの人に
知ってもらう機会を作っています。

11月3日～11月8日 東浦公民館 東浦公民館 無料
東浦公民館
0770-28-1251

福井県 敦賀市 ①、③ 第９回愛発地区文化祭
写真、絵画、書道などジャンルを問わず地域の方の作品を展示し、閲覧
者への生涯学習のきっかけづくりを推進。地域民相互の交流場としての
施設を提供する。

11月2～4日 敦賀市愛発公民館 愛発公民館 無料
愛発公民館
0770-27-1101

福井県 敦賀市 ①，③ 中郷地区文化展
中郷地区住民及び中郷公民館を拠点に活動している各種教室の作品
を展示します。

11月2日～4日 中郷公民館 中郷公民館 無料
中郷公民館
0770-22-0192

福井県 敦賀市 ①，③ 中郷子ども茶道教室
中郷地区文化展に合わせて、放課後地域子ども教室推進事業の一環
である中郷子ども茶道教室の児童によるお茶席を開催します。

11月3日 中郷公民館 中郷公民館 無料
中郷公民館
0770-22-0192

福井県 敦賀市 ③ 特別公開「関ヶ原合戦図屏風」
当館所蔵の菊池容斎筆「関ヶ原合戦図屏風」を期間限定で公開いたしま
す。

10月25日～11月30日 敦賀市立博物館 敦賀市立博物館
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_ci
ty/news_from_facility/gaibu_shisetsu/
hakubutsukan/museum.html

敦賀市立博物館
0770-25-7033

福井県 敦賀市 ③ 秋の特集展示「西福寺古文書の世界」 県指定文化財の貴重な西福寺古文書群を公開いたします。 10月25日～11月30日 敦賀市立博物館 敦賀市立博物館
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_ci
ty/news_from_facility/gaibu_shisetsu/
hakubutsukan/museum.html

敦賀市立博物館
0770-25-7033

福井県 敦賀市 ③
吉継カフェスペシャル
「大谷吉継と島左近」

奈良大学教授・外岡慎一郎氏による講演会を開催します。 10月27日 敦賀市立博物館 敦賀市立博物館
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_ci
ty/news_from_facility/gaibu_shisetsu/
hakubutsukan/museum.html

敦賀市立博物館
0770-25-7033

福井県 敦賀市 ①,② 南地区文化展
南地区民が対象の南地区文化展。南公民館で活動している自主学習教
室や地区の小学校、地区民から公募した作品を展示をしている。

11月2日～4日 南公民館 南公民館 無料

敦賀市南公民館ＨＰ
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_ci
ty/cityhall-
facility/shiyakusho_shisetsu/kominka
n/minamikouminkan.html

南公民館
0770-22-2866

福井県 福井市 ② 永年勤続(20年・30年）教職員表彰式
永年良好な成績で勤続した教職員を顕賞し、その功労に報いるととも
に、勤続意欲の高揚を図るために、表彰を行います。

11月1日 福井県県民ホール 福井県教育委員会 無料
福井県教育庁学校振興課
0776-20-0576

福井県 福井市 ①
福井ライフ・アカデミー
ふるさと未来講座「地域づくり」②

【講演】「高校生レストランの奇跡から学ぶ！
　　　　　～まちの宝で輝く地域へ～」
【講師】一般社団法人　未来の大人応援プロジェクト
　　　　 代表理事　岸川　政之

11月8日
14:00～15:30

福井県生活学習館（ユー・アイ ふく
い）

福井ライフ・アカデミー 無料
まなびぃネットふくい
http://www.manabi.pref.fukui.jp/mana
bi/

福井ライフ・アカデミー本部
TEL　0776-41-4206
FAX　0776-41-4201
メール：f-manabi@
pref.fukui.lg.jp

福井県 福井市 ①
福井ライフ・アカデミー
ふるさと未来講座「芸術・文化」①

【講演】「知られざる越前和紙の世界
　　　　　～建築やアートに生きる越前和紙～」
【講師】株式会社　杉原商店　代表取締役
　　　　 和紙ソムリエ　杉原　吉直

11月23日
14:00～15:30

福井県生活学習館（ユー・アイ ふく
い）

福井ライフ・アカデミー 無料
まなびぃネットふくい
http://www.manabi.pref.fukui.jp/mana
bi/

福井ライフ・アカデミー本部
TEL　0776-41-4206
FAX　0776-41-4201
メール：f-manabi@
pref.fukui.lg.jp

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福井県 福井市 ①
福井ライフ・アカデミー
ふるさと未来講座「地域づくり」③

【講演】「地域の財産を活かす」
【講師】一般社団法人　三國會所　理事長　大和　久米登

11月30日
14:00～15:30

福井県生活学習館（ユー・アイ ふく
い）

福井ライフ・アカデミー 無料
まなびぃネットふくい
http://www.manabi.pref.fukui.jp/mana
bi/

福井ライフ・アカデミー本部
TEL　0776-41-4206
FAX　0776-41-4201
メール：f-manabi@
pref.fukui.lg.jp

福井県 福井市
①，②，
③，④

桑原武夫展
フランス文学者・評論家の桑原武夫の没後３０年を機に、ふるさと福井と
のつながりや業績を紹介

11月3日～12月24日 福井県ふるさと文学館 福井県ふるさと文学館 無料
http://www.library-
archives.pref.fukui.jp/?page_id=673

福井県ふるさと文学館
0776-33-8866

福井県 福井市
①，②，
③

おしどり文学館協定１周年記念「津村節
子展」

荒川区とのおしどり文学館協定１周年を記念し、津村節子のこれまでの
業績を紹介

10月26日～1月23日 福井県ふるさと文学館 福井県ふるさと文学館 無料
http://www.library-
archives.pref.fukui.jp/?page_id=673

福井県ふるさと文学館
0776-33-8866

福井県 福井市
①，②，
③

福井ゆかりの作家と古典文学
古典の日にちなみ、福井ゆかりの作家が書いた福井にゆかりのある古
典文学を紹介

9月14日～12月19日 福井県ふるさと文学館 福井県ふるさと文学館 無料
http://www.library-
archives.pref.fukui.jp/?page_id=673

福井県ふるさと文学館
0776-33-8866

福井県 福井市
①，②，
③

福井ゆかりの作家が１０代のころに読ん
だ本

読書週間にちなみ、福井ゆかりの作家が１０代のころに読んだ本やエピ
ソードを紹介

9月14日～12月19日 福井県ふるさと文学館 福井県ふるさと文学館 無料
http://www.library-
archives.pref.fukui.jp/?page_id=673

福井県ふるさと文学館
0776-33-8866

福井県 福井市 ③
大人のための歴史教室「藤代禎輔あて
絵はがきの魅力－漱石とふくいの先人芳
賀矢一･松本源太郎－」

1917年(大正6)に刊行された『漱石全集』に収録されて以降、約100年間
行方不明になっていた、夏目漱石自筆のはがきが今年、福井市内で発
見されました。この発見資料に関係のある、夏目漱石とその学友芳賀矢
一、漱石の上司松本源太郎について解説する講演会です。

11月4日 福井県立こども歴史文化館 福井県立こども歴史文化館 無料 http://info.pref.fukui.jp/koreki/
福井県立こども歴史文化館
0776-21-1500

福井県 福井市 ③
秋の特別展「幕末明治のレジェンドたち
～先人がみた海の向こうの世界～」

幕末から明治時代にかけて欧米に出て研鑽をつみ、帰国後その知識や
技術を広めたり、欧米で活躍して人気を博したりした、ふくいゆかりの先
人たちを取り上げます。絵はがきや生活用品など当時の資料をとおし
て、先人たちがみた欧米の社会や文化を紹介します。

10月27日～12月2日 福井県立こども歴史文化館 福井県立こども歴史文化館 無料 http://info.pref.fukui.jp/koreki/
福井県立こども歴史文化館
0776-21-1500

福井県 福井市 ② 教育ウィーク
学校や保護者、地域が一体となって子どもたちの健やかな成長を願い、
教育について考え行動する気運を高めるため、市内全小中学校で中学
校区ごとに「教育ウィーク」を設けています。

各小中学校 各小中学校 無料
福井市学校教育課
0776-20-5350

福井県 福井市 ② 福井市国際交流作品展
福井市内の小中学生と姉妹友好都市の子どもたちの絵画、書道などの
作品展です。

11月21日～27日 福井市美術館 福井市学校教育課 無料
福井市学校教育課
0776-20-5350

福井県 福井市 ② 福井市中学生能楽教室 市内の中学生が能・狂言を鑑賞します。 11月13日～14日 ハピリン 福井市学校教育課 無料
福井市学校教育課
0776-20-5350

福井県 福井市 ①
「家族ふれあい」
絵手紙コンクール表彰式

家族みんなの心がふれあう明るい家庭づくりを目的に、家族のふれあい
をテーマとした絵手紙コンクールを実施し、入賞者に対し表彰を行うもの
です。

11月17日
福井市
地域交流プラザ

福井市
青少年課

無料
https://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/sy
ounen/jigyo/etegami2018.html

福井市教育委員会
青少年課
0776-20-5418

福井県 福井市 ① 第３５回ファミリーミニマラソン大会
生涯スポーツ推進事業の一環として、５歳から小学生とその親を対象と
した１～２kmの距離を走るマラソン大会を実施し、親子のふれあいと、健
やかな子どもの育成を図ります。

11月3日 福井市スポーツ公園 福井市
http://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/spo
rts/sports/p004516.html?path=C3000
0/C30400/C30401/P4516

教育委員会事務局
スポーツ課
0776-20-5355

福井県 福井市 ① 2018福井市民ニュースポーツフェスタ
生涯スポーツ推進事業の一環として、気軽におこなえるスティックリング
やペタンクなどのニュースポーツの体験会を行います。

11月3日
福井市スポーツ公園
福井市体育館　ほか

福井市体育協会 無料
http://www.city.fukui.lg.jp/kyoiku/spo
rts/sports/p004516.html?path=C3000
0/C30400/C30401/P4516

福井市体育協会
0776-21-5532

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福井県 福井市 ①,②,③
ことばのリボン　本の帯をつくろう！
Ｉｎ Ｌｉｂｒａｒｙ ２０１８

図書館資料の活用と、利用の活性化を目指して、図書館資料の本の推
薦コメントを募集します。募集したコメントを本の帯に添付し、福井市立図
書館、みどり図書館、桜木図書館、美山図書館、清水図書館で貸出をし
ます。

10月1日～11月17日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000
コメント用紙の配布は9月1日
～10月31日

福井県 福井市 ① イヤーズ セット 年齢別におすすめの児童書を３冊１セットとして包んで貸し出す。 10月2日～11月17日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000

福井県 福井市 ①,③ 福井歴史講座①　皇室と越前松平家
福井市郷土歴史博物館より講師を招き、講演してもらう。関連図書の紹
介や貸出も行う。

10月20日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000

福井県 福井市 ①,③ 福井歴史講座②　和算の愉しみ
福井大学より講師を招き、和算についての講座を開催する。関連図書の
紹介や貸出も行う。

10月27日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000

福井県 福井市 ① なりきり図書館員
読書週間にあわせて図書館に親しみを感じてもらうため、図書館での仕
事の体験を行う。

11月4日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000

福井県 福井市 ①,③
福井歴史講座③
旧市立図書館と近代福井

福井市郷土歴史博物館より講師を招き、講演してもらう。関連図書の紹
介や貸出も行う。

11月11日 福井市立図書館 福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/ 0776-20-5000

福井県 福井市
①，②，
③

ことばのリボン　本の帯をつくろう
in　Library　2018

図書館資料の活用と、利用の活性化を目指して、図書館資料の本の推
薦コメントを募集します。募集したコメントを本の帯に添付し、福井市立図
書館、みどり図書館、桜木図書館、美山図書館、清水図書館で貸出をし
ます。

10月1日～11月17日
福井市立図書館、みどり図書館、
桜木図書館、美山図書館、
清水図書館

福井市立図書館 無料 http://lib.city.fukui.fukui.jp/
福井市立図書館
0776-20-5000

コメント用紙の配布は9月1日
～10月31日

福井県 福井市 ① こどもの救急のはなし

福井市南消防署救急隊員を講師に迎え、３歳から小学生と保護者を対
象に、子ども（小児・児童）の救急や応急処置の講習会を開催します。救
急車、及び消防車の見学、消防服の試着も行います。図書館司書によ
る関連図書の紹介と貸出も合わせて行います。

11月17日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料 midorikan@city.fukui.lg.jp
福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市 ③ 小さい子のためのえいが会
１歳から５歳の子と保護者を対象に、アニメーション『わたしのワンピー
ス』（館内上映権付）を上映します。

11月10日 福井市立みどり図書館 福井市立みどり図書館 無料 midorikan@city.fukui.lg.jp
福井市立みどり図書館
0776-34-8859

福井県 福井市
①，②，
③

ことばのリボン　本の帯をつくろう！
Ｉｎ Ｌｉｂｒａｒｙ ２０１８

図書館資料の活用と、利用の活性化を目指して、図書館資料の本の推
薦コメントを募集します。募集したコメントを本の帯に添付し、福井市立図
書館、みどり図書館、桜木図書館、美山図書館、清水図書館で貸出をし
ます。

10月1日～11月17日

福井市立図書館
福井市立みどり図書館
福井市立桜木図書館
福井市立美山図書館
福井市立清水図書館

福井市立図書館 無料 福井市立図書館
コメント用紙の配布は9月1日
～10月31日

福井県 福井市 ①，③ はじめての朗読教室
朗読についての基礎・基本的な技法を学ぶことを通じて、図書館利用の
機会創出、発声による健康増進活動としての朗読会を実施します。

10月16日，23日，30
日、11月6日，13日

ＡＯＳＳＡ６階６０８研修室ほか 福井市立桜木図書館 無料 福井市立桜木図書館 要、事前申込

福井県 福井市 ①
企画展「吉澤特別館長の写真
～東尋坊・雄島・越前松島の魅力～」

写真で東尋坊・雄島・越前松島の魅力を紹介します。 9月29日～12月2日
福井市自然史博物館
特別企画展示室

福井市自然史博物館
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

福井県 福井市 ①
ジオツアー②
「東尋坊・雄島・越前松島の生い立ちを探
る」

福井の名勝として知られる東尋坊・雄島・越前松島の地質について学び
ます。

10月13日 東尋坊・雄島・越前松島（坂井市） 福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

高校生以上対象

福井県 福井市 ① 化石採集会 福井市内の露頭で化石採集をします。 10月20日 福井市国見町 福井市自然史博物館
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

小学4年生以上対象
（小学生は保護者同伴）

福井県 福井市 ①
天体観望会
「後の月（十三夜の月）を見よう」

旧暦9月13日、後の月を観望します。 10月21日
福井市自然史博物館
天文台

福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

どなたでも
（中学生以下は保護者同伴）

福井県 福井市 ① 講演会「鳥に会いに行く旅の話」 野鳥観察の楽しみ方についてのお話しを聞きます。 10月21日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

どなたでも
（小学生以下は保護者同伴）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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福井県 福井市 ① 秋のキノコ観察会 越前市の「太陽の広場」で、キノコの観察を行います。 10月27日
越前市
太陽の広場

福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

小学4年生以上対象
（小学生は保護者同伴）

福井県 福井市 ① 天体観望会「天王星を見よう」 太陽系第8惑星、天王星を観望します。 11月10日
福井市自然史博物館
天文台

福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

どなたでも
（中学生以下は保護者同伴）

福井県 福井市 ① 草木染教室②「エコバックを染めよう」 コチニールやエンジュでエコバックを染めます。 11月17日
福井市自然史博物館
実習室

福井市自然史博物館
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

小学生以上対象
（小学生は保護者同伴）

福井県 福井市 ① ギャラリートーク
開催中の企画展「東尋坊・雄島・越前松島の魅力」の見どころを紹介しま
す。

11月18日
福井市自然史博物館
特別企画展示室

福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

小学生以上対象
（小学生は保護者同伴）

福井県 福井市 ① 家庭の日 入館の無料開放 毎月第3日曜日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

福井県 福井市 ① 文化の日 入館の無料開放 11月3日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

福井県 福井市 ① 関西文化の日 入館の無料開放 11月23日～11月24日 福井市自然史博物館 福井市自然史博物館 無料
www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp
/

福井市自然史博物館
（0776）35-2844

福井県 福井市 ③
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-」

明治150年と福井国体開催を記念して、明治時代の皇室の活動を起点
に、第1部では皇室と越前松平家のつながりを、第2部では帝室技芸員
による万国博覧会出品作などの明治美術工芸の精華を展示します。

9/22～11/4 福井市立郷土歴史博物館 福井市立郷土歴史博物館
http://www.history.museum.city.fukui.
fukui.jp

0776-21-0489

福井県 福井市 ③ 「旧市立図書館と近代福井のあゆみ」
当館が所蔵する旧市立図書館（1909～50）の関係資料を展示し、明治
から昭和にかけての福井市政を概観します。

11/7～1/14 福井市立郷土歴史博物館 福井市立郷土歴史博物館
http://www.history.museum.city.fukui.
fukui.jp

0776-21-0489

福井県 福井市 ③ 「歴史人物の大家　島田墨仙」
明治から昭和にかけて活躍した福井出身の日本画家・島田墨仙の作品
を紹介します。

10/16～12/2 福井市立郷土歴史博物館 福井市立郷土歴史博物館
http://www.history.museum.city.fukui.
fukui.jp

0776-21-0489

福井県 福井市 ③ 幕末明治福井１５０年博
文化施設で、幕末明治期に活躍した福井の先人や歴史などを紹介する
展示やイベントを開催します。

１１月末まで 県内各地の文化施設等 幕末明治福井１５０年博実行委員会 https://fukui150.jp/
福井県文化振興課
0776-20-0580

福井県 福井市
①，③，
④

山城見学会「爽秋の山城を攻める」
山麓から山頂の一乗谷城まで登りながら、山中に残る山城の遺構を案
内します。

10月21日
福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館、
特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 無料
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館
（0776-41-2301）

福井県 福井市
①，③，
④

文化の日公開講座
「朝倉氏ゆかりの刀剣」

戦国大名の権力の象徴として大切にされた刀剣について、朝倉氏の逸
話とともに紹介します。

11月3日
福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 無料
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館
（0776-41-2301）

福井県 福井市
①，③，
④

キッズミュージアム「縄張り図を描こう！」
城好きキッズ集まれ！一乗谷城（山城）で縄張り図（城郭の構造を記した
平面図）を描いてみましょう！作図のポイントを丁寧に教えます。

11月4日
福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館、
特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 無料
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館
（0776-41-2301）

福井県 福井市
①，③，
④

第３回特別公開展「戦国の輝き～朝倉氏
ゆかりの名刀降臨～」

「越前一乗住兼則」の銘を持つ一乗谷で作られた刀剣、朝倉氏ゆかりの
名刀、一乗谷に刀鍛冶がいたことを示す出土品等を展示するほか、研
磨修復した館蔵の赤羽刀を初公開します。

9月15日～11月11日
福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館
（0776-41-2301）

福井県 福井市
①，③，
④

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～」

もろく・弱く・貴重な出土遺物を３期に分けて、木製品、金属製品、冬のく
らしの道具のテーマで特別公開します。また、文化財の保存と活用につ
いて紹介します。

11月15日～4月23日
福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp/

福井県立
一乗谷朝倉氏遺跡資料館
（0776-41-2301）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


