
各地の 催し

この夏の花火大会

若狭路でおすすめのイベントはこちら!

会場／西山公園（鯖江市桜町）
問さばえやっしきまつり実行委員会　☎ 0778-54-7055

やっしきまつり 鯖江市

市無形民俗文化財の『やんし
き踊り』を楽しむイベント。公
園内には、色とりどりの万灯
が並べられ、時が経つのを忘
れて踊り明かします。

会場／花はす公園（南越前町中小屋）  
問南越前町産業振興課　☎ 0778-47-8002 

はすまつり 南越前町

赤、ピンク、白、黄色と約１３０
種類の花ハスが咲き誇る花
はす公園。ハスの葉にジュー
スを入れて飲む象鼻杯、ハス
の繊維で作る紙すき体験など
が楽しめます。
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7.5 土 ～8.3 日

7.26土
会場／あわら温泉湯のまち広場（あわら市温泉）
問あわら市役所観光商工課　☎ 0776-73-8029

湯かけまつり あわら市

お湯がワクワク（８・９）にちな
んで、毎年開催。恒例の御輿
に「お湯かけじゃ」や、各種音
楽イベントなど。

会場／越前おおの結ステーション（大野市明倫町）  
問越前おおの“とんちゃん”を愛でる会　info@tonchaaan.com 

とんちゃん祭 大野市

B級グルメとして確固たる地
位を築くホルモン。ホルモンの
日本一を決定する食べ比べイ
ベント。全国からとんちゃんメ
ニュー自慢店が大集合。

7.26土・27 日

8.8 金 土・9

7.19 越前夏まつり土

会場／越前町厨道口漁港広場（越前町厨・道口）
問越前夏まつり実行委員会　☎ 0778-37-1501

越前町

約1万発の花火と音楽が壮大なスケールで越前の夏を彩ります。大輪の
花火が山々に反響!!

8.15 越前市サマーフェスティバル金

会場／日野川河川敷
問越前市サマーフェスティバル実行委員会　☎ 0778-22-3007

越前市

13日は「ふるさと踊り」、14日は「わっしょい越前」、15日の「花火大会」で
は、スターマインや手筒花火など1万発の花火が夜空を彩ります。

8.16 とうろう流しと大花火大会土

会場／名勝気比の松原
問平日：(一社）敦賀観光協会　☎ 0770-22－8167
　土日祝：敦賀観光案内所　☎ 0770-21-8686

敦賀市

名勝気比の松原をバックに、日本海側最大級１万３千発の花火大会。赤
青黄３色のとうろうが海辺を彩り、会場は幻想的な雰囲気。

8.15 名田庄星のフィエスタ金

会場／名田庄あきない館周辺（おおい町名田庄小倉）
問名田庄星のフィエスタ実行委員会　☎ 080-1958-0934

おおい町

名田庄太鼓やライブなど様々な催しが行われ、フィナーレには花火が夜
空を彩ります。他では味わえない臨場感と躍動感を体感できます。

8.24 九頭竜フェスティバル・永平寺大燈籠ながし日

会場／永平寺河川公園（永平寺町谷口）
問九頭竜フェスティバル実行委員会　☎ 0776-61-3921

永平寺町

永平寺の役寮・雲納衆約150名が読経する中、九頭竜川を流れる1万基の
燈籠の光とフィナーレの花火が、幻想的な世界に誘います。

8.2 若狭瓜割名水まつり土 若狭町

8.11 三国花火大会月

会場／三国サンセットビーチ
問事務局（坂井市観光産業課内）　☎ 0776-50-3152

坂井市

花火師が船から直接海に投込む水中花火が一番の名物。クライマックス
の水中・斜めスターマインの乱れ打ちは一見の価値あり。

8.13 おおの城まつり水

会場／真名川憩いの島（大野市中保）
問大野商工会議所　☎ 0779-66-1230

大野市

夏の夜空を彩る大花火大会やお祭り露店も並び、熱い夏の夜を楽しめます。
14～16日は、市内で沖縄のエイサー演舞や亀山を使ったイベント等も予定。

8.9 若狭おおいのスーパー大火勢土 おおい町

7.26 河野夏まつり土

会場／甲楽城海水浴場(南越前町甲楽城）
問南越前町産業振興課　☎ 0778-47-8002

南越前町

約7千発の打ち上げ花火で、背後の山々に跳ね返るダイナミックなサウン
ドを体感。

8.1 福井フェニックスまつり金

会場／福井市内中心部
問福井市商工振興課　☎ 0776-20-5325

福井市

1日には福井市中心部での「福井フェニックス花火」、2日には「民謡・
YOSAKOIイッチョライ」、3日には「100万人のためのマーチング」を開催。

8.1 若狭マリンピア花火大会金 小浜市

日7.27 あさひまつり
会場／越前町役場前おまつり広場（越前町西田中)
問あさひまつり実行委員会　☎ 0778-34-8720

越前町

メインはあんどん山車巡行。縦横無尽に町内を駆け巡り、華麗な光と音の
競演が繰り広げられます。フィナーレの打ち上げ花火が会場を彩ります。

8.2 夏フェスタ美浜土 美浜町

8.2 若狭たかはま漁火想土 高浜町

8.1 若狭高浜花火大会金

会場／高浜町東部海岸（若狭和田海水浴場～城山海水浴場）
問若狭高浜観光協会　☎ 0770-72-0338

高浜町

約4kmに渡る海水浴場が全て会場。約4千発の花火は、まるで頭上に降り
注いでくるような迫力。

会場／人魚の浜海岸一帯  
問若狭マリンピア2014実行委員会　☎ 0770-53-1111 

海上から打ち上がる大迫力の打ち
上げ花火やスターマイン、水中花火
など約5,500発（予定）の花火が夏
の夜空を鮮やかに彩ります。前日に
ははまかぜ通り商店街で「夜の市」
を開催。

8.1 若狭マリンピア花火大会金 小浜市

会場／氣比神宮内および神楽1丁目商店街  
問敦賀商工会議所青年部事務局　☎ 0770-22-2611 

例年盛り上がりを見せる、氣比神宮
の杜フェスタ。神宮内に敷き詰めら
れたガラス灯篭とキャンドルが見る
人の心を癒します。門前町の神楽商
店街では、ステージパフォーマンス
等を実施。

8.2 氣比神宮の杜フェスタ土 敦賀市

会場／若狭瓜割名水公園（若狭町天徳寺）  
問若狭瓜割名水まつり実行委員会事務局（三宅公民館）
　☎ 0770-62-0140 

名水百選「瓜割の滝」を活かしたイ
ベント。「名水流しソーメン」や屋台、
名水歌謡ショーなどの楽しいス
テージショーや、花火等を実施しま
す。癒しと安らぎのパワースポットへ
ぜひお越しください。

8.2 若狭瓜割名水まつり土 若狭町

高浜町
会場／若宮海水浴場～城山海水浴場  
問若狭たかはま漁火想実行委員会　☎ 0770-72-6670 

静かに灯る１万2千個のキャンドル
（17時）。興奮の30万発ドラゴン花
火（20時）。そして水中花火（20時
30分）と夜の海をさまざまな灯りが
彩る漁火想。自慢のグルメが大集合
する高浜屋台もおすすめ。

8.2 若狭たかはま漁火想土

おおい町
会場／うみんぴあ大飯（おおい町成海）  
問スーパー大火勢実行委員会　☎ 0770-77-9111 

燃盛る高さ20m、重さ1トンの木の
葉形の巨大松明「スーパー大火勢」
が会場で豪快に乱舞。真夏の夜空
を焦がす迫力満点の火祭りです。今
回は、20周年記念。花火もグレード
アップします。

8.9 若狭おおいのスーパー大火勢土

美浜町
会場／美浜町総合運動公園（美浜町久々子）  
問夏フェスタ美浜実行委員会　☎ 0770-32-0222 

人が抱えた竹筒から、大きな火柱が
上がる手筒花火と打ち上げ花火が
夜空を彩ります。会場ではステージ
イベントや屋台村も開催されますの
で、皆様ぜひご参加ください。

8.2 夏フェスタ美浜～Let’s チャレンジ Part2～土

7月20日（日）15時、

舞鶴若狭自動車道

（若狭さとうみハイウェイ）が

全線開通！ 若狭路各地域で特別イベントを開催！！ 
若狭さとうみハイウェイを利用して、若狭路を楽しもう！

「海
う み

湖と歴史の若狭路」キャンペーン
7月1日（火）〜11月30日（日）

■「海湖と歴史の若狭路」キャンペーン
オープニングイベント

	 7月20日（日）、21日（月・祝）10時〜16時30分
	 所	縄文ロマンパーク周辺（若狭町鳥浜）
	 詳	｢若狭路ご膳」をはじめ、県内のご当地グルメが大集

合。お祭りステージや若狭路の伝統工芸体験コー
ナー、物産販売など。

	 問	｢海湖と歴史の若狭路」発信事業実行委員会
	（事務局：観光振興課内）		☎0776-20-0765　

 若狭路の魅力、お得な商品が盛りだくさん！
    キャンペーン実施中！
	 〜7月31日（木）まで
	 （プレゼント商品がなくなり次第終了）
	 詳	嶺南地域の道の駅や宿泊施設など

（のぼりが目印です）のお買
い物金額に応じて、1割相当分
の地域特産品をプレゼント。

	 対	嶺北地域および県外在住の方
	 問	商業振興・金融課

☎0776-20-0369

■近代化遺産周遊バス運行 申 ￥ （7〜8月分）
	 7月22日（火）、26日（土）、27日（日）、31日（木）
	 8月22日（金）、24日（日）、28日（木）、30日（土）
	 詳	敦賀市、南越前町間に残

る明治時代の貴重な旧
国鉄北陸本線トンネル群
（表紙：第二観音寺隧道
など）とその周辺観光地を
巡るバスツアー。地元ガイ
ドが歴史、自然、食の魅力
を紹介します。

	 所	JR敦賀駅集合（10時45分）、解散（17時30分）
	 定	25名　　料	5,980円（税込）
	 問	観光振興課　☎0776-20-0380

京都新聞旅行センター　☎075-256-2233

■若狭路でのお食事は
　●夏ふぐ、始めます♪（夏の若狭ふぐ提供店）
	 7月1日（火）〜
	 詳	若狭湾で養殖したトラフグを夏季にも出荷。夏なら

ではのふぐ料理をどうぞ。
	 問	水産課　☎0776-20-0436　 夏の若狭ふぐ

　●若狭路ご膳
	 詳	おいしい海・里・山の幸が満載！自慢の昼食メニューです。
	 問	ブランド営業課		☎0776-20-0422		 若狭路ご膳

スイッチバックだった路線の跡が 
残る山中隧道（南越前町）
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