
開催中！

【実施期間】 12月13日（日）まで 　　【プレゼント応募期限】 12月13日（日）まで

■木簡御朱印コース
日本遺産認定記念 若狭路文化遺産周遊手形

「木簡パスポート・木簡朱印巡り」

■若狭路満喫コース

若狭路さとうみスタンプラリー2015

みほとけの里 若狭の秘仏 特別公開！ ￥

若狭さ
とうみ

ハイウェ
イで

めぐろう
！

う み

詳	美浜・若狭町にかけて
広がる有料道路、レイン
ボーラインの通行料金が
半額に（全車種対象）。日
本海や三方五湖を見な
がら標高395mの梅丈岳
を駆け抜けよう！

料	普通車／1040円→520円　二輪自動車／730円→370円
開	 8月／6時～20時、9月／7時～19時、10月・11月／8時～18時
問	観光振興課　☎0776-20-0380

■日本遺産認定記念展  「御
み け つ く に

食国とサバ街道」　9月23日（水・祝）まで

9月19日（土）～11月23日（月・祝）
詳	若狭地域は、平安時代の仏像や中世寺院が数多く残る「文化財の宝庫」。地域の
人々に永く守られてきた仏像などの貴重な文化財の数々を、期間限定で特別公
開します。

料	各寺院において定める拝観料　　　問		文化振興課　☎0776-20-0572

■公開予定の主な文化財　
小浜市、高浜町、おおい町、若狭町の文化財を	
公開。公開日程は、ホームページをご確認下さい。

◇明通寺（小浜市門前）	 三重塔内陣
◇天徳寺（若狭町天徳寺）	 銅造　阿弥陀如来三尊像
◇中山寺（高浜町中山）	 木造　馬頭観音坐像
◇長楽寺（おおい町大島）	 木造　阿弥陀如来坐像

■みほとけの里ライトアップ
特別公開の時期に合わせて、若狭の古刹・庭園を
ライトアップ。幻想的な雰囲気の中で、若狭の歴
史と風情を感じてください。

 （実施予定箇所）
◇中山寺（高浜町中山）	 10月10日（土）～11日（日）
◇羽賀寺（小浜市羽賀）	 10月17日（土）
◇紅葉ライトアップ（明通寺、萬徳寺、神宮寺）	
	 11月21日（土）～22日（日）◆若狭おばまの秘仏めぐりバスツアー 申

 9月19日（土）～10月12日（月・祝）の土・日・祝
	 料	 1日コース：6000円（昼食付）、半日コース：3000円	 他		JR小浜駅、道の駅若狭おばまにて乗降
	 問	 若狭おばま観光協会		☎0770-52-2082	 申		ミフクツーリスト		☎0770-53-0329

11月30日（月）まで
詳	若狭路の雄大な海と美
しい湖を巡るクルーズ
を利用した方に抽選で
宿泊券やギフトカタロ
グ等が当たるなどの特
典があります。

［対象］	 若狭路各遊覧船施設

問	嶺南振興局	若狭観光・地域振興室
☎0770-56-2212

詳	敦賀市、南越前町にまたがる歴史・文化的価値のある旧北陸本線トン
ネル群や周辺観光地を巡る人気のバスツアーです。往時の写真と現地
を見比べたり、復刻弁当を昼食にするなど当時を思い出させる演出も
あり、近世から近代への移り変わりを楽しく体験できます。

［集合場所・時間］		福井駅（8時）、鯖江駅（8時30分）、武生駅（8時50分）
定	各30名　　料		5980円（昼食付）

問	観光振興課　☎0776-20-0380　　申		㈱サントラベル　☎0778-53-0003

若狭ベイ・クルーズキャンペーン ￥
海
う み

湖と歴史の若狭路へ行こう

平城宮の官人の食膳（復元模型）
高浜町郷土資料館蔵

	 詳	 1,500年続く往来の歴史と、若狭と都との古くからの親密な交流
を約50点の資料とともに紹介します。

	 所	 若狭歴史博物館	（小浜市遠敷2-104　☎0770-56-0525）

	 開	 9時～17時
(入館は16時30分まで)

	 料	 一般400円
高校・大学生300円	
小・中学生200円	
※団体20名以上は2割引き

	 休	 9月14日（月）

	 詳	 若狭路の周遊には、オリジナル記念スタンプを
集めて豪華賞品に応募できるスタンプラリー
で楽しもう。スタンプを多く集めるほど、より豪
華な賞品に応募できます。

　　［配布場所］	 6市町の観光案内所、道の駅など	
	 18か所およびイベント会場6か所

　　［特　　典］	
スタンプラリー専用応募用紙に2個以上の記念
スタンプを集めれば、抽選で若狭路の特産品を
プレゼント
	※プレゼント応募は、福井県外、福井県嶺北地域の方限定。

	 問	（一社）若狭湾観光連盟　☎0770-52-7701

	 詳	「木簡パスポート」を手に入れ、寺社や博
物館でオリジナル朱印を集めて、お得な
特典を受けよう。

　　［配布場所］	県立若狭歴史博物館（小浜市遠敷）
	 ※観覧後、アンケートに答えた方に配布

　　［特　　典］	 ①木簡パスポートの裏面に
36か所の各寺社・文化施
設オリジナルの「朱印」を
押印。朱印を3つ以上集
めれば、抽選で若狭路の
特産品をプレゼント
	※プレゼント応募は、福井県外、
福井県嶺北地域の方限定。

②木簡パスポートの提示
で、観覧料の割引やオリ
ジナル絵葉書をプレゼン
ト（34か所）

	 問	 文化振興課　☎0776-20-0580

裏面

9月1日（火）～11月30日（月）

9月13日（日）、10月27日（火）、11月3日（火・祝）

近代化遺産周遊バスツアー ￥申

「日本遺産」認定記念展 海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群 ￥

レインボーライン半額キャンペーン ￥
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たけふ菊人形 越前市

会場／越前市武生中央公園（越前市高瀬）  
問たけふ菊人形まつり実行委員会　☎ 0778-21-0175  

今年は「平安菊花絵巻 紫式部」
がテーマ。2万株もの菊花の展示
や、カラフルでキュートな菊の動
物たちが訪れる人々を楽しませ
る。日曜日は武生駅と会場を結
ぶ無料シャトルバスが運行。

金 日10.2 ～11.8

のむきコスモスまつり 勝山市

会場／薬師神社（勝山市野向町薬師神谷区）  
問野向公民館　☎ 0779-88-0265  

コスモスの摘み取りやコスモスの
押し花教室をはじめ、地場野菜の
あったか汁の無料配布、野向町
特産物の販売のほか、地元芸能
である「小学生による雅楽」、「大
日太鼓」の演奏などがあります。

日

かずら橋ライトアップ＆ナイトバザー 池田町

会場／かずら橋、水車庭園（池田町志津原）    ※荒天の場合29日（土）に順延  
問いけだ農村観光協会　☎ 0778-44-8060

足羽川にかかる幻想的なかずら橋
を眺め、大切な人とキャンドルの
灯りで過ごしませんか？生演奏や
池田町のクラフト品も集まります。
そば道場の手打ちそばや食べ歩き
のできる惣菜（デリ）の出店も。

土8.22

若狭たかはま漁火想 高浜町

会場／高浜町若宮海水浴場～城山公園一帯  
問若狭たかはま漁火想実行委員会　☎ 080-4200-9624  

高浜町を代表する夏のイベン
ト。1万1,000個のキャンドルラ
イトアップ、30万発以上の創作
花火、高浜のおいしい食を集め
た「高浜屋台」などがあります。

土8.22

九頭竜フェスティバル・永平寺大燈籠ながし 永平寺町
会場／九頭竜川永平寺河川公園（永平寺町谷口）  
問永平寺町商工観光課　☎ 0776-61-3921  

大本山永平寺の役寮、雲衲衆約
120名による読経の後、約1万基
の燈籠が九頭竜川へ流され、約
1,000発の打上花火でフィナー
レを迎えます。ミニステージや、
バザーなどいろいろな催し物も。

日8.23

放生祭
ほ う    ぜ

小浜市

会場／小浜八幡神社周辺（小浜市小浜男山）  
問小浜公民館　☎ 0770-53-2010  

県の無形民俗文化財に指定さ
れ、若狭路最大の秋祭りとして
豪華絢欄、風流を極める放生祭
は、地域の誇る伝統行事として
町衆の心意気によって受け継
がれています。

土 日9.19 ・20

丸岡古城まつり 坂井市

会場／丸岡城周辺（坂井市丸岡町霞町）  
問丸岡古城まつり実行委員会事務局　☎ 0776-68-0801

手作り鎧兜に身を固めた「武者
行列」や「からくり人形山車」が
会場周辺を練り歩きます。市内
外から集まった約1,700人の「総
踊り」や感謝の気持ちを込めた
「おじゃれ餅まき」も開催します。

土 日10.10 ・11

O・TA・I・KO響 2015 越前町

会場／オタイコ・ヒルズ（越前町下河原）  
問O・TA・I・KO響実行委員会　☎ 0778-36-1111

真夏の風物詩和太鼓の一大
フェスティバル。全国各地から
の団体やプロの演奏家が迫力
ある演奏を繰り広げ、5尺の大
太鼓「明神」をメインに「O・TA・
I・KO響宴」を開催します。

土8.22

越前朝倉戦国まつり・越前朝倉万灯夜 福井市
会場／一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町）  
問実行委員会（朝倉氏遺跡保存協会内）　☎ 0776-41-2330

戦国大名・朝倉氏一族が栄華を
極めた城下町を復原した一乗
谷朝倉氏遺跡で行われる。戦国
時代行列や、館跡を中心にろう
そくの華が咲く「越前朝倉万灯
夜」が見どころ。

土 日8.22 ・23

敦賀まつり 敦賀市9.2
会場／氣比神宮とその周辺（敦賀市）  
問事務局（敦賀市商工貿易振興課内）　☎ 0770-22-8122

市民総参加のもと、神輿や勇壮
な6基の山車が市内を練り歩き
ます。趣向を凝らしたおまつり
広場やカーニバル大行進、民謡
踊りの夕べも見もの。街は祭り
一色に染まります。

水 ～5土

10.11
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