
第５３回「教育・文化週間」関連行事
56

福井県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

福井市 ③
文化財公開展「美山の神仏－ふ
たつの樺八幡神社より－」

県内の指定文化財の公開をテーマにした企画展示 11月3日～12月4日
福井県立歴史博物
館

福井県立歴史博物館 http://www.pref.fukui.jp/muse/Cul-Hist/index.html

福井市 ③
オープン収蔵庫展示「発見！弥
生・古墳時代の墓地－中角遺跡
の発掘成果より－」

埋蔵文化財発掘調査成果の公開展示 9月30日～12月13日
福井県立歴史博物
館

福井県立歴史博物館 http://www.pref.fukui.jp/muse/Cul-Hist/index.html

福井市 ③
ギャラリー展示「福井国体への道
－炬火と旗がゆく－」

収蔵写真の公開展示 10月8日～11月27日
福井県立歴史博物
館

福井県立歴史博物館 http://www.pref.fukui.jp/muse/Cul-Hist/index.html

福井市 ③
子ども文化祭２０１１
～アートワークショップフェスティバ
ル～

子ども達に、日頃の文化活動の成果を発表する場と芸術・文化に触れる
機会を提供します。

10月23日 福井県立音楽堂 福井県、福井県教育委員会 無料 http://www.pref.fukui.jp/doc/bunka/

福井市 ③

文化の日記念公開講座「５００年
前の祈り～大型石仏群で知られ
る、西山光照寺の発掘最新成果よ
り～」

西山光照寺の話と発掘成果の見学会 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://www.pref.fukui.jp/doc/asakura/index.html

福井市 ③ 山城見学会
朝倉館跡東方にそびえる、標高473m、南北600ｍ、東西180m規模の城跡
を探索する。

10月23日 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://www.pref.fukui.jp/doc/asakura/index.html 事前申込必要

福井市 ③
企画展「発掘が語るまちなかの歴
史－福井城跡展－」

福井市教育委員会がこれまで行ってきた福井城跡の発掘調査成果から
明らかになった福井城の姿を紹介します。

10月8日～30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 無料 http://www.city.fukui.lg.jp/d620/bunka-b

福井市 ③
特別陳列「福井藩札と江戸時代の
貨幣」

寛文元年に福井藩札が発行されてから350年目を記念して、現存する最
古の福井藩札や江戸時代の大判・小判等を紹介します。

9月16日～11月13日
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
休館日：10月31
日

福井市 ③
秋季特別展「御三卿　一橋徳川家
と田安徳川家」

福井藩と関わりの深い一橋･田安徳川家について、両家や越前松平家に
伝わる貴重な美術品・史料を紹介します。

10月14日～11月23
日

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
休館日：10月31
日、11月14日、11
月15日

福井市 ③
秋季特別展「御三卿　一橋徳川家
と田安徳川家」記念講演会・特別
講話

記念講演会：講師　江戸東京博物館 石山 秀和 氏
特別講話：講師　福井市立郷土歴史博物館 名誉館長 松平 宗紀 氏

10月30日
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

福井市 ③
秋季特別展「御三卿　一橋徳川家
と田安徳川家」ギャラリートーク

福井藩と関わりの深い一橋･田安徳川家について、両家や越前松平家に
伝わる貴重な美術品・史料を紹介します。

10月15日,11月20日
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

福井市 ③
館蔵品ギャラリー「松平家伝来の
甲冑」

名門・越前松平家伝来のきらびやかな甲冑を紹介します。 11月1日～12月27日
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
休館日：11月14
日、11月15日、12
月5日、12月6日

福井市 ③ 文化の日（11月3日）無料観覧日
文化の日に併せて、全ての方を対象に福井市内の7つの文化施設を終日
無料開放します。

11月3日
養浩館庭園外6施
設

福井市教育委員会事務局文
化課

http://www.city.fukui.lg.jp/d620/bunka

対象施設：
郷土歴史博物
館、養浩館庭園、
愛宕坂茶道美術
館、橘曙覧記念
文学館、自然史
博物館、おさごえ
民家園、福井市

福井市 ①④ 福井大学 きて みて フェア2011
大学のキャンパスを開放し、大学の教育・研究などを広く地域の皆さんに
知っていただくため「福井大学 きて みて フェア」を開催します。

10月22日
福井大学（文京キャ
ンパス）

福井大学地域貢献推進セン
ター

無料 http://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp/

福井市 ③
ふくいアートフェスタ2011
もくまさあき・森幹男withハッピー
バード口笛コンサート

口笛コンサートです。口笛のどこか懐かしい調べを お楽しみいただけま
す。口笛検定も体験できます。

11月5日 響のホール
福井市，まちづくり福井株式
会社，合同会社Mikon

http://www.mikon-llc.com/index.htm

福井市 ① 市民ふれあい教室 地域の方向けの本学教員による講座 10月29日,11月12日
福井工業大学　福
井キャンパス

福井工業大学 http://www.fukui-ut.ac.jp/

福井市 ③ あかりの日　街頭ＰＲ

各電力会社及び主催団体会員会社のご協力を得て、全国8地区・10箇所
で「住まいの照明省エネBOOK」「適時適照」「電球形蛍光ランプ」、そして
一般ユーザーから情報を集めるための「アンケートはがき」をPR封筒に入
れて街頭無料配布(11,000セット)を行います。

10月21日 ＨＰ参照

照明関連 四団体
社団法人日本電球工業会
社団法人日本電気協会
社団法人日本照明器具工業
会　　　　　　　　　　　　社団法
人照明学会

無料 http://www.akarinohi.jp/

敦賀市 ③ 関西文化の日により無料観覧日 「企画展 敦賀市立博物館名品メドレー1st　京都画壇の精華」 11月19日,20日 敦賀市立博物館 同左 無料 0770-25-7033

敦賀市 ③ 関西文化の日により無料観覧日 通常展示 11月19日,20日
みなとつるが山車
会館

同左 無料 0770-21-5570

敦賀市 ③ 第51回市民文化祭
敦賀市文化協会所属団体による各種文化的催し。舞踊、音楽等のステー
ジ発表、美術作品、生け花等の展示発表、茶会、能楽等。

10月13日～31日
市民文化センター、
プラザ萬象等

敦賀市文化協会 無料 0770-21-2229

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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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敦賀市 ② 教育フォーラム2011敦賀 市民、教職員等を対象とした教育シンポジウム。 11月3日 プラザ萬象
敦賀市教育委員会学校教育
課

無料 0770-22-8150

小浜市 ③
特別展「縄文人の業と心－自然と
ともにある暮らし－」

縄文人の暮らしから見える「人と自然とのつながり」をテーマにした企画展
示

10月13日～11月23
日

福井県立若狭歴史
民俗資料館

福井県立若狭歴史民俗資料
館

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rekimin/index.html

小浜市 ③ 講演会「縄文文化の漆文化」
漆器考古学の研究方法や現代の漆器の作り方も含めて紹介し、日本が
誇る漆文化に親しむ機会とする。

10月23日
福井県立若狭歴史
民俗資料館

福井県立若狭歴史民俗資料
館

無料 http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rekimin/index.html 事前申込必要

勝山市 ③
宝くじコンサート

東京ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団ﾒﾝﾊﾞｰによる弦楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ
指揮とお話とピアノ/青島広志 11月24日 勝山市民会館

勝山市、福井県、
財団法人自治総合ｾﾝﾀｰ

生涯学習・スポーツ課　0779-88-8114
前売開始　9/22
（木）

勝山市 ③ ピアノ・エレクトーン演奏会 11月3日 勝山市民会館
勝山市民総合文化祭の一貫
として各団体が主催

生涯学習・スポーツ課　0779-88-8115

勝山市 ③ ドラゴンファミリー発表会 11月12日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8116

勝山市 ③ 勝山ウインドアンサンブル演奏会 11月19日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8117

勝山市 ③ 幼稚園児絵画・写真展 11月16日～20日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8118

勝山市 ③ 囲碁大会 11月6日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8119

勝山市 ③ 市民川柳大会 11月6日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8120

勝山市 ③ 川柳展 11月1日～12日 勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8121

勝山市 ③ 第４７回勝山市民総合文化祭
芸能発表：平成23年10月29・30（土・日）
展示発表：平成23年29・30・31（土・日・月は正午まで）

10月13日～平成24
年1月9日

勝山市民会館 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8122

勝山市 ① 人権講演会 著名な講師を招き人権問題について講演会を開く 11月13日 すこやか 勝山市教育委員会 生涯学習・スポーツ課　0779-88-8123

鯖江市 ③
第3回福井高専音楽の夕べ
－クラシックコンサート－

本校学生・近隣（鯖江市，越前市，福井市等）の中学生とその保護者及び
一般市民を対象とした，福井県出身の音楽家によるクラシックコンサート
を開催し，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
もの。

10月19日 鯖江市嚮陽会館 福井工業高等専門学校 無料

永平寺町 ①
まつおか越の国伝説
～第2巻　第１０章～

今年は20周年の特別企画を開催。
＜8日＞映画「剣岳　点の記」上映会と、監督木村　大作氏を招いての記
念講演会を開催。
＜9日＞越の国の王墓をめぐりながら、歴史を学ぶハイキングと演奏会や
古代屋台村が楽しめる「まつおか古代村」を開催。

10月8日,9日

＜8日＞福井県立
大学交流センター
＜9日＞松岡古墳
公園

永平寺町生涯学習課、越の
国・里づくりの会

 永平寺町生涯学習課　０７７６－６１－２００９

永平寺町 ① 永平寺町産業フェア
永平寺町内の産業について、町内外に対し広く紹介するイベントの中で、
「勾玉づくり」体験コーナーを開催。

10月22日,23日 四季の森文化館 永平寺町生涯学習課 無料  永平寺町生涯学習課　０７７６－６１－２００９

永平寺町 ① 永平寺町民文化祭
松岡地区、永平寺地区、上志比地区のブロックごとに開催。作品展示や
ステージ発表、模擬店などが行われる。

10月29日,30日
松岡、永平寺、上志
比地区各地

永平寺町教育委員会生涯学
習課 無料

■永平寺町生涯学習課
０７７６－６１－２００９
■生涯学習課永平寺分室
０７７６－６３－３１１１
■生涯学習課上志比分室
０７７６－６４－２２１１

永平寺町 ① 永平寺町文化講演会 文化祭行事の一環として、文化講演会を行う。 10月29日
上志比文化会館サ
ンサンホール

永平寺町教育委員会生涯学
習課、
永平寺町文化振興協議会

無料  永平寺町生涯学習課　０７７６－６１－２００９

永平寺町 ③
永平寺町文化芸術振興事業「えい
へいじ人形劇カーニバル」

プロ・アマを含めた劇団による人形劇上演会（４劇団） 11月13日
永平寺緑の村ふれ
あいセンター

永平寺町教育委員会生涯学
習課

無料   永平寺町生涯学習課上志比分室　０７７６－６４－２２１１

永平寺町 ③
永平寺町文化芸術振興事業「えい
へいじ人形劇カーニバル」

プロ・アマを含めた劇団による人形劇上演会（３劇団） 11月20日 松岡公民館
永平寺町教育委員会生涯学
習課

無料   永平寺町生涯学習課上志比分室　０７７６－６４－２２１１

永平寺町 ③
永平寺町文化芸術振興事業「えい
へいじ人形劇カーニバル」

プロ・アマを含めた劇団による人形劇上演会（３劇団） 11月27日
上志比文化会館サ
ンサンホール

永平寺町教育委員会生涯学
習課

無料   永平寺町生涯学習課上志比分室　０７７６－６４－２２１１

越前町 ③ 朝日地区総合文化祭
作品展示、芸能発表会、体験教室、フリーマーケット、お茶会、チャリ
ティーそば会、喫茶コーナー、囲碁大会

10月29日,30日
越前町生涯学習セ
ンター

越前町朝日地区総合文化祭
実行委員会

無料
越前町生涯学習センター
☎0778-34-2000

越前町 ③ 宮崎地区文化祭
作品展示、舞台発表、体験コーナー、フリーマーケット、ビデオ上映会、お
茶席、短歌大会、囲碁・将棋大会

11月5日,6日
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
越前町生涯学習センター宮崎分館
☎0778-32-7712

越前町 ③ 越前地区文化祭 作品展示、芸能ステージ、体験コーナー、バザー、喫茶コーナー 10月29日,30日
越前コミュニティセ
ンター

越前町文化協議会越前美咲
支部

無料
越前町生涯学習センター越前分館
☎0778-37-7712

越前町 ③ 織田地区文化祭 作品展示、芸能音楽祭、体験コーナー、お茶席、バザー 10月29日,30日 サンライズ織田 織田地区文化祭実行委員会 無料
越前町生涯学習センター織田分館
☎0778-36-7712

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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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越前町 ③
「織田一族と戦国時代の茶道
～織田有楽斎家伝世資料を中心
に～」

織田長益（有楽斎）家に伝世する資料を展示し、織田一族のルーツや中
近世の茶道について考えます。 10月8日～11月6日

越前町織田文化歴
史館

越前町教育委員会
越前町織田文化歴史館
☎0778-36-2288

越前町 ③
平成23年度企画展かたちづくる
人々
土と炎に～前田義郎展～

越前焼の産地である越前町で作陶に励み、日本現代工芸美術展、日展
に出品してきた陶芸家前田義郎氏の作品展覧会です。

10月8日～11月6日 雨田光平記念館 越前町教育委員会
雨田光平記念館
☎0778-36-2666

高浜町 ① シニアライフセミナー
高齢者が健康で生きがいのある生活を送るための学習活動や、仲間作り
を推進する事業の一環として｢パンづくり教室」を開催

11月8日
高浜町
中央公民館

高浜町教育委員会 無料 0770-72-2888
セミナー申込者の
み

高浜町 ① ボタンティア弁当作り 独居老人へ手づくりのお弁当を提供するボランティア活動
10月26日,28日,11月

2日,4日,9日,11日
高浜町
中央公民館

高浜町社会福祉協議会 無料 http://takahamashakyou.sunnyday.jp/

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) 11月12日,13日 和田公民館 和田地区文化推進協議会 無料 0770-72-1325

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) 11月20日 青郷小民間 青郷地区文化推進協議会 無料 0770-72-6055

高浜町 ③ ふれあいミュージック 「久里洋二とｱﾆﾒｰｼｮﾝ」展、「現代ｱｰﾄ｣展 10月1日～30日
高浜町
文化会館

高浜町文芸協会 無料 0770-72-2751

高浜町 ③ 月イチLive(10月) 音楽活動をされている個人・団体の成果発表 10月30日
高浜町
文化会館

高浜町文芸協会 無料 0770-72-2751

高浜町 ③ ふるさと子どもコンサート 小学生低学年を対象としたコンサート 11月8日
高浜町
文化会館

高浜町文芸協会 無料 0770-72-2751

高浜町 ① 町民文化祭 町文化協議会加盟団体による「展示発表」「舞台発表」 11月5日,6日
高浜町
文化会館

高浜町文化協議会 無料 0770-72-2751

高浜町 ③ 秋季ミニ企画展 「地獄・極楽」展 10月1日～11月16日 高浜町郷土資料館 高浜町郷土資料館 無料 0770-72-5270

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　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


