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福井県 福井市 ①
漢字文化講座　白川文
字学を学ぼうー漢字の
世界のおもしろさー

一般県民に、本県出身の文化勲章受章者で、漢字・文字研究
者の故白川靜先生が体系化した白川文字学についての講座
を開催します。

10月6, 20, 28日
福井県生活学習館
（ユー・アイふくい）

福井県生涯学習センター 無料
http://www.manabi.pr
ef.fukui.jp/you-i/

福井県 福井市 ①
パソコン入門講座「エク
セル編」 一般県民に、「エクセル」の基礎を学んでいただきます。

10月27日, 11月3
日

福井県生活学習館
（ユー・アイふくい）

福井県生涯学習センター 無料
http://www.manabi.pr
ef.fukui.jp/you-i/

事前申込必要

福井県 福井市 ①
パソコン入門講座「パ
ワーポイント編」 一般県民に、「パワーポイント」の基礎を学んでいただきます。 11月20, 27日

福井県生活学習館
（ユー・アイふくい）

福井県生涯学習センター 無料
http://www.manabi.pr
ef.fukui.jp/you-i/

事前申込必要

福井県 福井市 ①
ティーンズコーナー展
示

①「小路幸也の本」（仮称）
青春小説を中心に小路幸也氏の著作を紹介します。
②「現役高校生にききました。ぼくらのおすすめの本！」
高校生のおすすめ本の紹介展示をします。

10月13日～11月
11日

福井県立図書館　ティー
ンズコーナー

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
小学生のための秋の
おはなし会

おはなしを覚えて語るストーリーテリングをします。 10月14日
福井県立図書館　おは
なしのへや

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
「漢字がわかる！」入
門講座～神さまと漢字
～

現在私たちが日常的に使っている漢字の意外な成り立ちをわ
かりやすく説明します。

10月21日
福井県立図書館　研修
室

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
ふるさと文学コーナー
企画展「多田裕計展～
生誕１００年記念～」

小説家、俳人の多田裕計生誕１００周年を記念し、著作や生涯
を紹介します。

10月26日～11月
30日

福井県立図書館　ふるさ
と文学コーナー

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①

平成２４年度　福井県
読書グループ･セミナー
「読書で深めよう 心の
絆」

読書週間にちなみ、読書グループや高校生の活動発表および
講演会を通して、読書会活動の普及および資質向上を図りま
す。

10月28日
福井県立図書館　多目
的ホール

福井県読書会連絡協議会、
福井県立図書館、福井県図
書館協会

無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
一般特集コーナー「文
学賞特集！あなたはも
う読みましたか？」

国内外の主要文学賞受賞作を特集して紹介します。 11月2～29日
福井県立図書館　一般
特集コーナー

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
子ども室特集コーナー
「ハッケン！みんなのし
ごと」

いろいろな職業が出てくる絵本・物語や職業紹介の本、はたら
く車、はたらく動物が出てくる本を紹介します。

11月2～29日
福井県立図書館　子ど
も室

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ① 資料保存展（仮称）
当館の破損資料や日本図書館協会所有の資料保存展示パネ
ルを展示し、利用者のマナー向上を呼びかけます。

11月2～29日 福井県立図書館 福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
朗読会「芥川龍之介×
古事記編纂1300年×
飴田彩子＝素戔嗚尊」

ＦＭ福井アナウンサーの飴田彩子さんによる『素戔嗚尊』（芥川
龍之介作）の朗読を行います。

11月4日
福井県立図書館　多目
的ホール

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ① おひざでだっこの会
０・１・２歳児とその保護者を対象に、わらべうたや絵本の読み
聞かせを親子で楽しみます。

11月6日
福井県立図書館　おは
なしのへや

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①

ティーンズ読書会「読
んで話して、つながろ
う！～小路幸也をヨム
～」（仮称）

中高生を対象に、小路幸也氏の著作をテキストに読書会を行
います。

11月10日
福井県立図書館　研修
室

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ①
ティーンズ企画
「小路幸也氏講演会」

中高生に人気の作家を招き、本との関わり、創作活動にまつ
わる話などをしていただきます。

11月10日
福井県立図書館　多目
的ホール

福井県立図書館 無料
http://www.library.pr

ef.fukui.jp/

福井県 福井市 ③
一乗谷朝倉氏遺跡発
掘調査現地説明会

発掘調査の結果を現地にて解説します。詳細は問合わせ先に
て確認してください。

11月中旬（未定）
福井県福井市城戸ノ内
町上城戸

福井県教育庁埋蔵文化財
調査センター

無料 0776-41-3644
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/maibun-
c/top3.html

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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福井県 福井市 ①、③
特集展示｢THE GREAT
TEN-ICHI｣

福井県出身の明治時代の奇術師、松旭斎天一をテーマにした
特集展示

10月6日～11月25
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.j

p/koreki/
休館日：毎週月曜日

福井県 小浜市 ①
漢字文化講座　白川文
字学を学ぼう　ー漢字
の世界のおもしろさー

一般県民に、本県出身の文化勲章受章者で、漢字・文字研究
者の白川靜先生が体系化した白川文字学についての講座を
開催します。

11月11, 25日, 12
月23日

若狭図書学習センター 福井県生涯学習センター 無料
http://www.manabi.pr
ef.fukui.jp/you-i/

福井県 小浜市 ①

福井ライフ・アカデミー
講座「生命・健康」-健
康な心と体で豊かな暮
らし-

生涯学習の現代課題的講座「生命・健康」

第１回「実践！地域医療を守り育てる五か条～あなたの安心
の生活のためにできること～」をテーマに開催します。

10月20日
13:30～15:00

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

福井ライフ・アカデミー
講座「生命・健康」-健
康な心と体で豊かな暮
らし-

生涯学習の現代課題的講座「生命・健康」

第２回「演題未定（アンチエイジング関係のテーマ）」をテーマに
開催します。

10月27日
13:30～15:00

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

福井ライフ・アカデミー
講座「生命・健康」-健
康な心と体で豊かな暮
らし-

生涯学習の現代課題的講座「生命・健康」

第３回「演題未定（在宅看護、地域医療関係のテーマ）」をテー
マに開催します。

11月3日
13:30～15:00

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

福井ライフ・アカデミー
講座「生命・健康」-健
康な心と体で豊かな暮
らし-

生涯学習の現代課題的講座「生命・健康」

第４回「演題未定（食物と健康に関するテーマ）」をテーマに開
催します。

11月10日
13:30～15:00

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

福井ライフ・アカデミー
講座「生命・健康」-健
康な心と体で豊かな暮
らし-

生涯学習の現代課題的講座「生命・健康」

第５回「元気な心で元気な毎日～心のリフレッシュ法～」をテー
マに開催します。

11月24日
13:30～15:00

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①
介護について考える
(本の特集)

11月11日の「介護の日」にちなんで、介護に関する本を特集し
ます。(一般向け)

10月27日～11月
21日

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①
おすすめ読み物(本の
特集)

読書週間にちなんで、おすすめの読み物を特集します。(子ど
も向け)

10月26日～11月
21日

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

無料
http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①
生涯学習の祭典2012
マナビフェスティバルin
若狭

生涯学習について考え体験する機会として開催します。大きく
分けて福井ライフ・アカデミー講座「生命健康」、広域学習グ
ループ交流大会、わくわくスクランブル、こども映画会、おはな
し会、パネル展示があります。（詳細は以下の通り）

10月20, 21日
福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

【友愛塾】
ココロもカラダもハッ
ピーに！香りの魔法ア
ロマテラピー講座④⑤

県民ボランティア講師による自主学習講座です。
内容：10月28日　うるうるつやつやクリーム作り☆リップクリー
ムとみつろうクリーム
　　　11月25日　アロマでハッピーバスタイム☆アロマ石けんと
バスボム（入浴剤）

10月28日, 11月25
日

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 小浜市 ①

【友愛塾】
運動が苦手な子、発達
障がい児のためのコ
ミュニケーション体操①

県民ボランティア講師による自主学習講座です。
内容：10月27日　自由に体をうごかしましょう
　　　11月17日　ボールを使って何かできるかな。

10月27日, 11月17
日

福井県立若狭図書学習
センター

福井県立若狭図書学習セン
ター

http://www.library.pr
ef.fukui.jp/wakasa/

福井県 坂井市 ③
第6回ふくいふるさと祭
り
～城下町の民俗芸能

城下町に伝わった民俗芸能をテーマに、無形民俗文化財に指
定された神楽や万歳を公開します。 10月20日

たかむく古城ホール
坂井市丸岡町西里丸岡
12-21-1

福井県教育庁生涯学習・文
化財課

無料 0776-20-0579

福井県 福井市 ③ 山城見学会
一乗谷山城に登山し、「築城記」等の史料を
参考に、山城の構造を見学する。

10月21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/inde
x.html

福井県 福井市 ③
文化の日記念公開講
座
「上城戸跡から米津地

上城戸跡から米津地区にかけての城下町の都市構造につい
て、近年の発掘調査の成果を解説後、実際に現地を見学す
る。

11月3日 一乗ふるさと交流館
福井県立一乗谷朝倉氏遺
跡資料館

無料
http://www.pref.fukui
.jp/doc/asakura/inde
x.html

事前申込必要

福井県 小浜市 ③
特別展
「若狭を撮る」
（前期展）

明治末から大正・昭和の若狭を記録した井田家所蔵古写真を
紹介します。前期展では美しい若狭の風景や町並みの写真が
中心です。

9月22日～10月21
日

若狭歴史民俗資料館 若狭歴史民俗資料館
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/rekimin/

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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福井県 小浜市 ③
特別展
「若狭を撮る」
(後期展）

明治末から大正・昭和の若狭を記録した井田家所蔵古写真を
紹介します。後期展では祭りや文化財建造物の写真が中心で
す。

10月27日～11月
25日

若狭歴史民俗資料館 若狭歴史民俗資料館
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/rekimin/

福井県 小浜市 ③
記念講演
「近代庶民の暮らし」

朝の連続テレビ小説「カーネーション」の時代考証を担当した
講師が、明治・大正・昭和の庶民の暮らしについて具体的に解
説します。

10月21日 若狭歴史民俗資料館 若狭歴史民俗資料館 無料
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/rekimin/

福井県 小浜市 ③
ｷﾞｬﾗﾘｰｺﾝｻｰﾄ
「小浜放生祭の山車囃
子」

軽快なテンポの曲、ゆったりと荘重な曲、激しく力強い曲・・・。
バラエティー豊かで美しい音色のお囃子をじっくりとお聞かせ
いたします。

10月28日 若狭歴史民俗資料館 若狭歴史民俗資料館
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/rekimin/

福井県 小浜市 ③
体験講座
「写真の保存とデジタ
ル化」

プリントやネガフィルム、ガラス乾板などで残されている大切な
写真を、デジタル化して保存する方法を、実際に体験しながら
学びます。

11月18日 若狭歴史民俗資料館 若狭歴史民俗資料館 無料
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/rekimin/

福井県 福井市 ③ 泰澄ゆかりの神と仏
泰澄大師ゆかりの寺社より、秘仏の朝日観音像をはじめ、泰
澄寺・猿田彦神社などより門外不出の霊像を紹介します。

10月27日～11月
25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/

福井県 福井市 ③ 越前の狛犬
福井市足羽山から産する笏谷石で作られた狛犬たちは福井県
内だけでなく、県外でも多く見られます。そんな狛犬たち、県内
のものを紹介します。

11月3日～12月16
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/

福井県 福井市 ③ 子ども文化祭
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28日 福井県立音楽堂 福井県 無料
http://www.pref.fukui
.lg.jp/doc/bunshin/in
dex.html

福井県 福井市 ③
文化の日（11月3日）無
料観覧日

文化の日にあわせて、すべ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。（常設展のみ。特別展・企画
展は有料。）

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

無料
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
井市美術館

福井県 福井市 ③ 養浩館・秋の茶席
養浩館・御月見ノ間が特別にお茶席となります。秋の名勝庭園
を眺めながらお茶とお菓子をいかがですか。

9月1日～11月4日
の土日祝

養浩館・御月見ノ間
福井市教育委員会事務局
文化課

http://www.history.m
useum.city.fukui.fukui.
jp/yokokan/otya.html

午前10時～午後4時
30分

※茶券販売は午後4
時まで

福井県 福井市 ③
養浩館庭園・筝のしら
べ

筝の演奏を聴きながら、秋深まる名勝庭園を眺めてみません
か。

10月27日, 11月4
日

養浩館庭園
福井市教育委員会事務局
文化課

無料
午後3～4時

※養浩館・金砂子ノ
御間で演奏します。

福井県 福井市 ③
「画家　岸田劉生の軌
跡　―油彩画、装丁
画、水彩画などを中心

画家　岸田劉生の作品、約130点の油彩、水彩等を展示、紹介
します。

10月6日～11月11
日

福井市美術館企画展示
室

福井市美術館
http://www.art.muse
um.city.fukui.fukui.jp/

福井県 福井市 ②
第24回福井市小中学
生国際交流作品展

図画工作、書写、美術、書道各部門の市内小中学生、及び姉
妹友好都市の子ども達の交流作品を展示紹介します。

11月16～22日 福井市美術館
国際交流作品展実行委員
会

無料 なし

福井県 福井市 ③
秋季特別展「大坂の陣
と越前勢」

屏風絵や絵図、古文書、武具などから、大坂の陣や越前勢の
戦いを紹介します。

10月12日～11月
19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.m
useum.city.fukui.fukui.

jp/
休館日：11月5日

福井県 福井市 ③
秋季特別展「大坂の陣
と越前勢」講演会

秋季特別展「大坂の陣と越前勢」に関連する講演 11月4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.m
useum.city.fukui.fukui.

jp/
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福井県 福井市 ③
テーマ展「越前松平家
の名品15」

越前松平家伝来の資料を展示
11月6日～
1月14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.m
useum.city.fukui.fukui.

jp/

休館日：11月26日、
12月10日、12月11
日、12月28日～1月4

福井県 福井市 ③
館蔵品ギャラリー「医
聖 土肥慶蔵博士」

福井県出身の医学者で皮膚病学の権威、土肥慶蔵の関係資
料を展示

10月2日～
11月25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.m
useum.city.fukui.fukui.

jp/
休館日：11月5日

福井県 福井市 ③
関西文化の日により無
料観覧日

通常展示 11月17, 18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.m
useum.city.fukui.fukui.

jp/

福井県 福井市 ③
企画展「ふるさと発掘モ
ノ語」

九頭竜川水域にある石盛遺跡・河合寄安遺跡・寄安遺跡から
出土した、祭祀・武器生産にまつわる遺物等を展示します。

9月29日～10月21
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
ｈｔｔ
ｐ://www.city.fukui.lg.j
p/d620/bunka-b

期間中の土・日曜
日、祝日には、古代
の織物体験や火おこ

し体験をします。

福井県 福井市 ③ 遺跡見学会 街中に残る福井城跡の遺構を散策します。 11月25日 福井城跡周辺 福井市文化財保護センター 無料
ｈｔｔ
ｐ://www.city.fukui.lg.j
p/d620/bunka-b

事前申し込み必要

福井県 福井市 ③
おさごえ民家園で干し
柿を作ろう

古民家で干し柿作りを体験します。 10月21日 福井市おさごえ民家園 福井市文化財保護センター
ｈｔｔ
ｐ://www.city.fukui.lg.j
p/d620/bunka-b

事前申し込み必要

福井県 福井市 ③
そば作りに挑戦しよう
（第２・３回）

そば栽培のうち、収穫（第2回）、実落とし（第3回）を体験しま
す。

10月2１日（第2
回）, 28日（第3回）

福井市おさごえ民家園 福井市文化財保護センター 無料
ｈｔｔ
ｐ://www.city.fukui.lg.j
p/d620/bunka-b

申し込み不要

福井県 福井市 ③
古民家で打つ伝統のそ
ばの味

伝統的な技法による、そば打ちを体験します。 11月25日 福井市おさごえ民家園 福井市文化財保護センター
ｈｔｔ
ｐ://www.city.fukui.lg.j
p/d620/bunka-b

事前申し込み必要

福井県 小浜市 ③
山川登美子記念館５周
年記念事業

「白百合」の君　山川登美子の生涯　演劇公演 10月27日 小浜市文化会館 登美子を描く実行委員会 無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ①
小浜市伝統文化子ども
教室

茶会といけ花展 11月10日 山川登美子記念館 登美子を描く実行委員会 無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

お茶会：要整理券

福井県 小浜市 ①,③
小浜市小中高一般
書道展

若狭書道連盟による書道展です。 11月2～4日 若狭図書学習センター
小浜市文化協会（若狭書道
連盟）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 福井県川柳大会
全県下会員対象の川柳大会です。今年は、小浜市が会場とな
ります。

10月14日 働く婦人の家（咲楽館)
小浜市文化協会（若狭番傘
川柳会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 秋の美術展
小浜市文化協会会員による「絵画」「工芸」「写真」の展示会で
す。

11月9～11日 若狭図書学習センター
小浜市文化協会（若狭美術
協会・写団わかさ）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 小浜市菊花展 小浜市菊友会会員による菊花展です。 11月1～6日 小浜市文化会館・前庭
小浜市文化協会（小浜市菊
友会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③
小浜市華道連合会
いけばな展

小浜市華道連合会会員による、いけばな展です。 11月3日
小浜市文化会館・ホワイ
エ/ロビー

小浜市文化協会（小浜市華
道連合会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③
小浜市茶道連合会茶
会

小浜市茶道連合会会員による茶会です。 11月3日 小浜市文化会館・和室
小浜市文化協会（小浜市茶
道連合会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③
小浜市総合文化祭・芸
能大会

小浜市文化協会芸能部による芸能大会です。 11月3日
小浜市文化会館・大
ホール

小浜市文化協会（文化協会
芸能部）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 郷土に遺る刀剣展 小浜市刀剣保存協会による刀剣展です。 11月3日
小浜市文化会館・４階中
会議室

小浜市文化協会（刀剣保存
協会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 小浜市俳句大会 小浜市俳句作家協会会員による俳句大会です。 11月4日 若狭ふれあいセンター
小浜市文化協会（小浜市俳
句作家協会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700
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福井県 小浜市 ③ 冠句大会 小浜冠句同好会会員による冠句大会です。 11月9日 小浜市中央公民館
小浜市文化協会（小浜冠句
同好会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 小浜市短歌大会 小浜市歌人協会会員による短歌大会です。 11月10日
小浜市文化会館・大会
議室

小浜市文化協会（小浜市歌
人協会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 小浜市謡曲仕舞大会 小浜市謡曲連合会による謡曲仕舞大会です。 11月11日 働く婦人の家（咲楽館)
小浜市文化協会（小浜市謡
曲連合会）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 小浜市 ③ 小浜市かるた大会 小浜市かるた協会「沖の石」による、かるた大会です。 11月11日
天理教北陸大教会・信
者会館２階大広間

小浜市文化協会（小浜市か
るた協会「沖の石」）

無料
小浜市文化会館
(0770)53-9700

福井県 大野市 ③
第４６回大野市総合文
化祭

文化芸術等の活動をしている個人や団体の舞台発表と展示発
表

10月28日
11月1日～3日

大野市文化会館・結とぴ
あ・学びの里めいりん・
平蔵・柳廼社境内・武家
屋敷旧内山家

大野市総合文化祭実行委
員会

無料
大野市教育委員会文
化課　0779-66-5410

福井県 大野市 ③
博物館講座「モノから
学ぶ大野の歴史と文

博物館の収蔵資料、各種調査活動によって見出された資料
（モノ）について、様々なテーマで解説します。

11月11日 結とぴあ 大野市教育委員会文化課 無料
大野市歴史博物館
0779-65-5520

福井県 大野市 ③ 「いろり火」
かつての生活に欠かすことのできなかった囲炉裏を使い、当
時の食事の風景を再現し、実際に体験してもらいます。

11月17日 武家屋敷旧内山家 大野市教育委員会文化課 無料
武家屋敷旧内山家
0779-65-6122

福井県 大野市 ③
優秀映画鑑賞推進事
業　映画まつり

黒澤明監督の映画「羅生門」「酔いどれ天使」「生きる」「天国と
地獄」の４本を上映

11月22, 23日 大野市文化会館 大野市教育委員会文化課
大野市教育委員会文
化課　0779-66-5410

福井県 あわら市 ③ あわら市民文化祭 作品展示、芸能発表及び体験コーナーの設置 11月3. 4日 中央公民館 市文化協議会 無料 0776-73-8041

福井県 坂井市 ③
坂井市民文化祭
開会式(丸岡会場）

開会式、芸能ステージ、作品展示、お茶席 10月27, 28日 たかむく古城ホール 坂井市文化協会 0776-81-2273 お茶席のみ有料

福井県 坂井市 ③
坂井市民文化祭（三国
会場）

芸能ステージ、作品展示、お茶席 11月2, 3日 三国社会福祉センター 坂井市文化協会 0776-81-2273 お茶席のみ有料

福井県 坂井市 ③
坂井市民文化祭（春江
会場）

芸能ステージ、作品展示、お茶席 11月3, 4日 ハートピア春江 坂井市文化協会 0776-81-2273 お茶席のみ有料

福井県 坂井市 ③
坂井市民文化祭（坂井
会場）

芸能ステージ、作品展示、お茶席 11月3, 4日 坂井体育館 坂井市文化協会 0776-81-2273 お茶席のみ有料

福井県 坂井市 ①
坂井市青少年健全育
成推進大会

市民会議表彰・子ども会壁新聞表彰・各団体からの発表など 11月23日 みくに文化未来館 坂井市 無料 0776-50-3162

福井県 坂井市 ④ みくに龍翔館「特別展」
藩校・私塾・寺子屋・近代教育への歩み
　　－坂井市域の教育史から－

10月25日～11月
27日

みくに龍翔館 坂井市 mikuni@ryusyokan.jp

福井県 坂井市 ① 坂井市成人大学 小葉田淳記念文庫　歴史講演会 10月28日
いきいきプラザ
霞の郷

坂井市成人大学運営委員
会

無料 0776-50-3162

福井県 坂井市 ① 坂井市成人大学 講演会「睡眠と健康」 11月17日 高椋公民館
坂井市成人大学運営委員
会

無料 0776-50-3162

福井県 池田町 ③ 食の文化祭

町内のあらゆる場所のお店で、その土地で獲れたものをその
土地の方から味わうイベントです。池田町の味と風土を感じら
れる格好の機会になると思います。

10月27, 28日 町内一円 池田町産業振興課
産業振興課

0778-44-8005

福井県 池田町 ③ 町民文化祭 作品展示、ステージ発表などが行われます。 11月3, 4日
能楽の里
文化交流会館

池田町教育委員会 無料
教育委員会

0778-44-8006

福井県 南越前町 ① 南越前町民文化祭 作品展示、芸能ステージ、バザー、喫茶コーナー
10月27日～11月4

日
南条文化会館他２会場

南越前町
南越前町教育委員会

無料
南越前町教育委員会

℡0778-47-8005

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

11月3, 4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

福井県 越前町 ③ 宮崎地区総合文化祭
作品展示、舞台発表、体験コーナー、フリーマーケット、お茶
席、短歌大会、囲碁・将棋大会

11月3, 4日
宮崎ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-及び
文化交流会館

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
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福井県 越前町 ③ 越前地区総合文化祭
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27, 28日
越前コミュニティーセン
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

福井県 越前町 ③ 織田地区総合文化祭 作品展示、芸能音楽祭、体験コーナー、お茶席、バザー 11月3, 4日 ｻﾝﾗｲｽﾞ織田
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

福井県 美浜町 ③

トピックス展『国吉城と
源平武将伝説』
Ⅱ期：越前・若狭と源平
の武将たち

美浜町内をはじめ、越前・若狭に残る源平武将の足跡を辿りま
す。

10月17日～12月
28日

福井県三方郡美浜町佐
柿25－2
若狭国吉城歴史資料館

美浜町教育委員会
若狭国吉城歴史資料館

0770-32-0050
9:00-17:00
(入館16:30まで)

福井県 美浜町 ③
秋季企画展『お城の形
(イメージ)展』

戦国時代の山城、国吉城の姿は?・・・全国のお城の形・姿を、
写真や模型、ペーパークラフトなどで紹介します。そこから、昔
の国吉城の姿を想像してしよう。

10月27日～11月
25日

福井県三方郡美浜町佐
柿25－2
若狭国吉城歴史資料館

美浜町教育委員会
若狭国吉城歴史資料館

0770-32-0050
9:00-17:00
(入館16:30まで)

福井県 美浜町 ③
美浜町民フェア（仮称）
関連企画(無料公開)

資料館を無料でご覧いただけます。 11月10, 11日
福井県三方郡美浜町佐
柿25－2
若狭国吉城歴史資料館

美浜町教育委員会
若狭国吉城歴史資料館

無料 0770-32-0050
9:00-17:00
(入館16:30まで)

福井県 美浜町 ③
関西文化の日(無料公
開)

資料館を無料でご覧いただけます。 11月17, 18日
福井県三方郡美浜町佐
柿25－2
若狭国吉城歴史資料館

関西文化の日事務局
美浜町教育委員会
若狭国吉城歴史資料館

無料 0770-32-0050
9:00-17:00
(入館16:30まで)

福井県 美浜町 ①
町民フェア（生涯学習
フェスタ）（仮称）

今年度は、美浜町の農林水産団体、商工観光団体、文化活動
団体が一堂に会し、作品展示やステージ発表、模擬店などが
行われる。

11月10, 11日

福井県三方郡美浜町郷
市29-3
美浜町生涯学習セン
ターなびあす
福井県三方郡美浜町郷
市25-25
美浜町役場

美浜町民フェア(生涯学習
フェスタ)（仮称）実行委員会

無料 0770-32-1212

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



第54回「教育・文化週間」関連行事

福井県 美浜町 ③
美浜の美術作家作品
展

美浜町で活躍中である美術作家の方々の作品展示。（絵画、
書道、写真、工芸）

11月3～8日

福井県三方郡美浜町郷
市29-3
美浜町生涯学習セン
ターなびあす

美浜町、美浜町教育委員会 無料 0770-32-6709

福井県 高浜町 ①
高齢者　交通安全・防
犯教室

高齢者が安心して生活を送るために、交通安全や防犯知識が
身につく教室を開催

11月15日 高浜町青郷公民館 青郷公民館 無料 0770-72-6055

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) 11月18日 青郷公民館
青郷地区文化活動推進委
員会

無料 0770-72-6055

福井県 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21日 高浜町文化会館 高浜町文芸協会 無料 0770-72-2751

福井県 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3, 4日 高浜町文化会館 高浜町文化協議会 無料 0770-72-2751

福井県 高浜町 ②
次代を担う子どもの文
化芸術体験事業（巡回
公演事業）

谷桃子バレエ団「白鳥の湖」他 11月6日 高浜町文化会館 高浜町教育委員会 無料 0770-72-2888 町内小中学校のみ

福井県 高浜町 ②
大飯郡小中学校連合
音楽会

大飯郡小中学校連合音楽会 11月13, 14日 高浜町文化会館 大飯郡校長会 無料 0770-67-2010

福井 高浜町 ③
平成24年度ミニ企画展
「若狭の変災史」（仮
称）

かつて若狭においても、平和な日常からは想像も出来ない災
害に襲われた歴史がありました。現代ほど「絶対大丈夫」「あり
得ない」という言葉がみなしく響く時もありません。
本企画展では若狭地域に残る様々な災厄の古文書や写真を
展示し、それらの資料が語りかける教訓を受け止めたいと思
います。

10月20日～11月
25日

高浜町
郷土資料館
多目的ホール

高浜町
郷土資料館

0770－72－5270

福井県 おおい町 ③ 町民文化祭 町文化協会加盟団体等による展示・舞台発表 11月3, 4日
おおい町総合町民セン
ター

おおい町文化協会 無料 0770-77-1150

福井県 若狭町 ②
若狭町小・中学校音楽
会

町内の各小・中学校が歌と合奏を発表しあい、交流をする。 11月9日 パレア若狭 若狭町教育研究会 無料 ０７７０－４５－９１１４

福井県 福井市 ①、④
福井大学 きて みて

フェア2012

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21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/
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