
若狭さとうみハイウェイ（舞鶴若狭自動車道）の全線開通を記念し、
若狭の自然、食、歴史や文化に触れるイベントを開催！！ぜひ、近くなった若狭路を満喫してください。

9月13日（土）～11月24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31か寺、68件の文化財を公開。	
公開日程は、寺院によって違います。

	 ◇明通寺（小浜市門前）	 三重塔内陣
	 ◇馬居寺（高浜町馬居寺）	 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
	 ◇天徳寺（若狭町天徳寺）	 銅造　阿弥陀如来三尊像

■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12日（日）～13日（月・祝）
	 ◇羽賀寺（小浜市羽賀）　10月25日（土）～26日（日）
	 ◇紅葉ライトアップ（明通寺、萬徳寺、神宮寺）　11月22日（土）～23日（日）

■ツアーバスを運行 申 ￥
	 詳	特別公開される仏像を巡るガイド付きバスツアー。

空席があれば当日参加も可能。
	 申	㈱ミフクツーリスト　☎0770-53-0329

  ◆若狭おばまの秘仏めぐりバスツアー
	 9月13日（土）～10月13日（月・祝）の土・日・祝
	 料	 1日コース：5500円（昼食付）、半日コース：2000円
	 他	 JR小浜駅、道の駅若狭おばまにて乗降
	 問	 若狭おばま観光案内所　☎0770-52-2082

若狭歴史博物館
リニューアルオープン展の第1弾！  ￥

「第Ⅰ部  仏教絵画の華」　
8月31日（日）まで    休	8月18日（月）、19日（火）
詳	若狭地域に伝来する曼荼羅などの
大きな仏画を中心に特色ある仏画
を特別公開。

開	9時～17時（入館は16時30分まで）
料	一般	300円（団体	240円）
高校生以下、70歳以上	無料	
※団体は20名以上

問	若狭歴史博物館		☎0770-56-0525　	※インフォ8ページもご覧ください。

いざ！
若狭路へ！！ 開催中！！

海浜自然センター
「夏休み」特別企画
8月31日（日）まで
詳	夏休みは、土・日、お盆休み中の個人
体験講座が無料。「海の生き物観察」や
「海の万華鏡作り」、「しじみストラッ
プ作り」など、楽しい講座がたくさんあ
ります。

他	開館時間を1時間延長し、
18時まで開館

問	海浜自然センター　☎0770-46-1101

馬頭観音坐像（中山寺蔵／高浜町中山）

 特別公開！  ￥

  ◆おおい・高浜の秘仏めぐりバスツアー
	 10月18日（土）～11月16日（日）の土・日・祝
	 料	 1日コース：6000円（昼食付）
	 他	 JR若狭本郷駅、道の駅	うみんぴあ大飯にて乗降
	 問		（一社）おおい町観光協会　☎0770-77-1734

う み
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【パスポート有効期限】 平成27年3月31日（火）まで 　【プレゼント応募期限】 11月30日（日）まで
■若狭路文化遺産周遊手形「木簡パスポート・朱印巡り」
	 詳	平城京跡などから出土し、古代若狭より海産物や塩が運ばれていたことを示す「木簡」。これをリアルに再現

した「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たり、お得な特典を受けよう。
	 ［配布場所］	 若狭歴史博物館（小浜市遠敷）
	 ［特　　典］	 ①木簡パスポートの裏面に23か所の各寺社オリジナルの「朱印」を押印。	

　　　　　　朱印を5つ以上集めれば、抽選で若狭路の特産品をプレゼント
	 	 		 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等をプレゼント（23か所）
	 	 		 ③木簡パスポートの提示で、土産店、飲食店等で割引やプレゼントを進呈（約230店舗）
	 問	文化振興課　☎0776-20-0580

■さとうみパスポート＆スタンプラリー
	 詳	若狭路の周遊には「さとうみパスポート」がお得。スタンプラリー専用の応募用紙を手に

入れて、「さとうみスタンプラリー」も一緒に楽しもう。
	 ［配布場所］	 6市町の観光案内所、道の駅など18か所
	 ［特　　典］	 ①さとうみパスポートの提示で、割引やプレゼントを進呈（約230店舗）
　　　　　	 ②スタンプラリー専用応募用紙に2種類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
	 問	若狭湾観光連盟　☎0770-52-7701

 若狭路の魅力、お得な商品が盛りだくさん

 秋・冬のキャンペーン
が始まります！

9月1日（月）～ 
（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

受	平成27年1月26日（月）まで
詳	若狭路の美しい自然などをカメラ
に収めたら、「CHOIフォト若狭路」
部門、「FUMIフォト若狭路」部門、
「PROフォト若狭路」部門に応募し
よう。各部門最優秀賞1名、優秀賞・
特別賞合計30名には、賞金および	
若狭路6市町の特産品をプレゼント

問	若狭湾観光連盟　☎0770-52-7701

ＥＴＣ限定！ 舞若道開通記念  乗り放題プラン
11月30日（日）まで（8月8日(金)～17日（日）を除く）
詳	福井および福井・京都・滋賀の周遊エリア乗り放題プランが、期間限定で誕生！
利用期間中は、定額でエリア内のICで乗り降りが自由で大変お得です！

	 ◇福井周遊エリア内乗り放題（2日間コース）
　普通車	3500円、	軽自動車等	2800円	（利用期間：連続する最大2日間）

	 ◇福井・京都・滋賀周遊エリア内乗り放題（3日間コース）
　普通車	5000円、	軽自動車等	4000円	（利用期間：連続する最大3日間）

他	利用には、専用ホームページから事前申し込みが必要（利用日の前日24時までに）
問	ＮＥＸＣＯ中日本ホームページ　　 速旅			乗り放題プラン

限定5000枚

限定12000冊

魅力を発信！
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若狭路でおすすめのイベントはこちら!

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 

星がテーマの夏まつり。今年は
「THE虎舞竜」のコンサートや、
「ロッチ」「バイク川崎バイク」のお笑
いライブ、名田庄太鼓、花火大会、山
に浮かぶ星文字ライトなど楽しいイ
ベントが盛りだくさん。

8.15 名田庄星のフィエスタ金 おおい町
会場／氣比神宮（敦賀市曙町）  
問港都つるが㈱　☎ 0770-20-0015 

松尾芭蕉や大谷吉継にゆかりのスポッ
トなどを巡りながら、敦賀の歴史・風景・
文化に触れるウォーキング大会。芭蕉
探訪コース（約10ｋｍ）、吉継探訪コー
ス（約5ｋｍ）の2コース。当日の申し込
みも可能。参加費500円（高校生以上）

9.20 芭蕉探訪ウォーク土 敦賀市

会場／高浜町和田地区  
問実行委員会（高浜町まちづくり課内）　☎ 0770-72-7705 

若狭和田の路地＆民宿を舞台に、花・
アート・食でつながる2日間。美しい和
田の魅力を発見・発信します。民宿ギャ
ラリーや、民宿かふぇ・屋台、路地コン
サート・ガレージセール、隣人祭り『長
街宴』（路地に60ｍの食卓が出現）など

9.14 ・15 和田de路地祭日 月・祝 高浜町

会場／縄文ロマンパーク（若狭町鳥浜）  
問実行委員会（若狭町観光交流課内）
 ☎ 0770-45-9111 

特別企画「若狭縄文丸木舟競漕全国大会」の
ほか、幾千の灯りが幻想的な癒しの世界に誘
う“若狭べんがら和灯篭”、三方湖畔の夜空を
彩るレーザー光線と花火の“若祭ファンタ
ジー”は大人気。

9.14 若狭町まつり ー若祭ー
わか さい

日 若狭町 美浜町
会場／美浜町総合体育館（美浜町久々子）  
問美浜町商工観光課　☎ 0770-32-6705 

全国のゆるキャラを集めた大運動
会や、若狭を代表する伝統料理「へ
しこ」を使った料理対決、嶺南地域
の特産品を集めた「若狭路大物産
展」を開催。若狭路に来れば人気の
ゆるキャラに会えるかも。

10.4 美浜町制施行60周年記念イベント土～11.16日

小浜市
会場／小浜市白鬚特設会場  
問実行委員会（小浜市商工観光課内）　☎ 0770-53-1111 

全国各地のご当地グルメが集う屋
台村や、姉妹都市・友好都市の物産
展、そしてミニ大漁市などを開催。
連日大勢の来場者でにぎわうイベ
ントです。ぜひ、食のまち若狭おばま
の食をご賞味ください。

10.11 OBAMA食のまつり土・12日

近代化遺産周遊バスツアー  申 ￥
8月22日（金）、24日（日）、28日（木）、30日（土）、9月13日（土）、21日（日）、10月4日（土）、12日（日）
詳	敦賀市、南越前町間に残る、歴史・文化的に価値のある明治時代の旧国鉄北陸本線ト
ンネル群とその周辺観光地を巡るバスツアー。往時の写真や復刻駅弁で当時を演出
し、普段は見られない場所も公開。当時を懐かしんだり、鉄道話に花を咲かせたり、地
元の人の温かさに触れたり、盛りだくさんのツアーです。ぜひご参加ください。

所	JR敦賀駅集合（10時45分）、解散（17時30分）
　（旧北陸本線トンネル群－今庄宿（昼食）－北前船主の館－	
		敦賀ムゼウム・鉄道資料館等）

定	25名		　料	4980円（昼食、お土産付）（敦賀駅乗車）
問	観光振興課　☎0776-20-0380
申	京都新聞旅行センター　☎075-256-2233

若狭路恐竜展2014 ～福井県立恐竜博物館コレクション～  ￥
10月4日（土）～11月16日（日）
詳	若狭路に恐竜ワールドが誕生!!福井県で発掘された新種の恐竜フクイラプト
ルや嶺南初公開となる大型肉食恐竜スコミムスなど、約20体の全身骨格や
実物化石などが勢揃い。迫力たっぷりの恐竜展です。この秋、恐竜の不思議や
進化を体感しよう！

所	美浜町総合体育館（美浜町久々子）
開	9時30分～16時30分（入館は16時まで）
料	一般	500円（団体400円）　高大学生	350円（団体280円）　小中学生	250円（団体200円）　幼児・高齢者は無料
問	若狭路恐竜展2014実行委員会　☎0776-20-0227	

スコミムス全身骨格標本

鉄道資
料館

トンネ
ル群

復刻駅
弁
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各地の 催し 検 索検 索ふくいドットコム●福井県観光情報ホームページ

会場／東尋坊（坂井市三国町）  
問あわら・三国広域観光推進協議会  三国観光協会　☎ 0776-82-5515 

東尋坊夕陽ハートカクテル 坂井市

夕陽の名所としても知られる、
国特別名勝「東尋坊」。心地よい
潮風がそよぐ秋の夕暮れ時に、
日本海に沈む夕陽を楽しむイベ
ントです。（土・日・祝のみ開催）

9.20土～10.13 月・祝

会場／八幡神社（小浜市小浜男山）～小浜市街地  
問若狭おばま観光案内所　☎ 0770-52-2082 

放生祭 小浜市

300年前から伝わる若狭地方
最大の秋祭り。勇壮な山車、大
太鼓等が市街を練り歩きます。
途中で八幡神社に宮入りし、伝
統芸能を奉納します。

9.13 土・14 日

会場／北潟湖畔サイクリングパーク(あわら市北潟)  
問実行委員会（あわら市文化学習課内）　☎ 0776-73-8041 

あわら北潟湖畔観月の夕べ あわら市

あわらの初秋を彩る、和敬、和楽の
心を醸し出した風流で優雅なイベ
ント。名月を愛でながら、水上ス
テージでの選抜芸能や野点茶会、
幻想的なあかりばやし、湖上花火や
地元の食などをお楽しみください。

9.6土

会場／今庄宿（今庄駅から市街地）  
問街道浪漫・今庄宿実行委員会　☎ 0778-45-0074 

街道浪漫・今庄宿2014 南越前町

北国街道の宿場町「今庄宿」。今庄自
慢のおろしそばや地酒、茶飯など模
擬店や商店が街道沿いに並びにぎ
わいます。千年の歴史を持つ福井県
の無形民俗文化財に指定されてい
る、羽根曽おどりも是非ご覧下さい。

9.21日

会場／愛宕坂周辺（福井市足羽）  
問福井市おもてなし観光推進室　☎ 0776-20-5346 

愛宕坂灯の回廊（秋）福井市

行燈140基でライトアップされ
た回廊が、幻想的なムードを演
出します。期間中は愛宕坂茶道
美術館での抹茶提供やミニコン
サートなど様々なイベントを開
催予定です。

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 

2014たけふ菊人形 越前市

菊の香り漂う北陸の秋の風物詩。「戦
国の天才軍師 黒田官兵衛」をテーマ
に、豪華絢爛な菊人形を展示します。楽
しい遊具のプレイランドや、ＯＳＫ日本
歌劇団によるグランドレビューショー
など、様々なイベントを開催します。

10.3金 ～11.9日

10.11土～13

会場／須波阿須疑神社周辺（池田町稲荷）  
問実行委員会事務局 池田農村観光協会　☎ 0778-44-8060

いけだエコキャンドル 池田町

夕闇が迫る午後6時に想いを込めて
キャンドルを灯します。1年かけて集め
た食用廃油を、自分たちの手でキャン
ドルに作り変えて持ち寄り、灯りにし
てきました。2万を超える灯りが静か
であたたかな時間を運んできます。

9.27 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 

とうろう流しと大花火大会 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。海と空に音と光の豪華絵
巻が繰り広げられます。

8.16 土
会場／大野市五番通り、七間通り  
問大野市観光協会　☎ 0779-65-5521 

越前おおの結の夜市 大野市

昭和初期まで開催されていた
「五番夜市」に、今年度は七間朝
市の夜市も同時開催！新鮮な地
元野菜の販売やステージイベン
トなど盛りだくさん。幻想的な竹
のオブジェが会場を照らします。

9.20土・21 日

会場／一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町）  
問朝倉氏遺跡保存協会　☎ 0776-41-2330 

越前朝倉戦国まつり、万灯夜 福井市

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
氏遺跡において行われるまつりで
す。戦国時代行列や朝倉館跡、復原
町並がろうそくの光で浮かび上がる
「越前朝倉万灯夜」が見どころです。

8.23土・24 日

月・祝
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