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講座・イベント・募 集情 報

エコな暮らしをしよう！

福井県が舞台！
「2.43 清陰高校男子バレー部」
2021年1月からアニメ放送開始

おいしいふくい食べきり実践キャンペーン
10月1日(木)～令和3年2月28日(日)
し県内の飲食店で、適量を注文して食べ
きった方にシールを配布します。3枚集め
て応募すると、抽選で50名に県の特産品
などをプレゼントします。

福井県を舞台にした青春スポーツ
小説「2.43 清陰高校男子バレー部」
がテレビアニメ化。
フジテレビの人
気アニメ枠“ノイタミナ”などで放送
されます。
放送に向けて福井をＰＲするため、
福井県出身の出演声優・蒼井翔太さ
んが福井の広報担当「『2.43』
×ふく
いパブリシスト」に就任！このほか、
福井県とのコラボ企画も続々スター
トします。

わくわくもったいないランド2020
10月3日(土)10時～16時
きハピテラス(福井市中央)
し大古本市、おもちゃ病院、
ま
ちの修理屋さんによるお手入
れ講座など、製品の再利用(リ
ユース)に関するイベントを行
います。

最新情報はアニメ公式ツイッター
アカウント＠243animeをチェック★
詳しくは 福井県 2.43

い循環社会推進課
☎0776-20-0317 FAX20-0679

里親制度説明会
①10月1日(木)②10月8日(木)③10月15日
(木)④10月22日(木)⑤10月29日(木)
き①高椋コミュニティセンター(坂井市丸岡
町西里)②あわら市中央公民館(あわら市市
姫)③市民プラザたけふ(越前市府中)④勝山
市福祉健康センターすこやか(勝山市郡町)⑤
吉江学園(鯖江市西番町)
い総合福祉相談所
☎0776-24-5138 FAX24-5139

ⓒ壁井ユカコ／集英社・アニメ
「2.43」製作委員会

まちかどミニコンサート
「ふくいミュージックリレー」
①10月4日(日)18時～②10月10日(土)14時
～③10月11日(日)14時～
き①ツリーピクニックアドベンチャーいけだ
(池田町志津原)
②ゆりの里公園（坂井市春江町石塚）
③道の駅禅の里(永平寺町清水)
し各市町のまちかどを会場に、福井ゆかりの
アーティストがミニコンサートを行います。
詳しくは 福井県ミュージックリレー

福井ライフ・アカデミー講座 こ

き県立図書館(福井市下馬町)

◇これからの日本社会と
「やさしい日本語」

◇みんな集まれ！古代文字ワールド さ
10月18日(日)10時～16時
し古代文字を題材にした福井の伝統工芸を
体験します。
け体験ごとに異なる

10月2日(金)14時～15時30分
し「やさしい日本語」をキーワードに、外国
人との共生の可能性を探ります。

10月8日(木)14時～15時30分
し自然再生の取り組みについて語ります。
え各回60名 あ各開催日の前日まで
い福井ライフ・アカデミー本部
☎0776-41-4206 FAX41-4201

い文化課
☎0776-20-0582

FAX20-0661

くらしの講座 こ
科学的に考える！食の安全とリスク

里山ピラティス体験でリフレッシュ！ こ
10月3日(土)10時～12時
きふくい農業ビジネスセンター（越前市安養
寺町）
し森に囲まれた芝生で心と身体をほぐすピラ
ティスを行います。
ティータイムもあります。
く中学生以上 あ10月1日(木)まで
うヨガマットレンタルができます(レンタル料
50円必要)
い（公社）
ふくい農林水産支援センター
☎0778-29-2131 FAX29-2133
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10月10日
（土）、17日
（土）各日13時30分～17時
きアオッサ Fスクエア
（福井市手寄）
し福井城址の具体的な将来像を検討するた
め、現地視察を含めたワークショップを行いま
す。
え先着12名
あ10月2日
（金）
まで
い交通まちづくり課
☎0776-20-0724 FAX20-0729

白川文字学こども漢字教室

きユー・アイふくい(福井市下六条町)

◇コウノトリ舞う福井の里山

福井城址活用ワークショップ こ

10月10日(土)13時30分～14時30分
し講師／国立医薬品食品衛生研究所
安全情報部長 畝山智香子さん
※
「Zoom」
を使ったオンライン講座です。
え30名
あ10月3日(土)まで
詳しくは 福井県 くらしの講座
い(公社)ふくい・くらしの研究所
☎0776-52-0626 FAX52-0660

◇書道パフォーマンスにチャレンジ！
～集え！書道ボーイズ＆ガールズ こさ
10月18日(日)9時30分～15時30分
え先着10組
あ10月16日(金)まで
い生涯学習・文化財課
☎0776-20-0559 FAX20-0672

福井城址秋のイベント
10月25日(日)10時～16時
き福井城址(福井市大手)
し福井城築城当時からあったとされる歴史あ
る井戸「福の井」の水汲み体験や福井城址を
再現したＶＲツアーなどを行います。
い交通まちづくり課
☎0776-20-0724 FAX20-0729

ふくい

こ事前申込が必要な催し さ有料の催し き場所・会場 し詳細・内容 く対象者 え定員 け料金 あ受付期間・方法 うその他 い問合せ・申込先

開館時間 か9、10月の休館日

※各施設では、
混雑時に入館制限など必要な感染予防対策を行った上で開館しています。
各施設を利用する際は、
マスクの着用やアルコールによる手指消毒など、
新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。
※掲載している内容は変更や中止になる可能性があります。
詳しくは各施設にお問い合わせください。

info

県立 施 設 情 報
陶芸館

一乗谷朝倉氏遺跡資料館

陶芸館秋期企画展「わたしの湯のみ」さ
10月1日(木)～12月13日(日)
し福井県ゆかりのいわさきちひろ氏、かこさとし
氏、池上遼一氏が使っていた湯のみなどを展示し
ます。学芸員によるギャラリートークもあります。
け800円（常設展・関連展示含む）(高校生以下・
70歳以上 300円、未就学児無料)

第2回特別公開展
「重要文化財は語る 城下町の暮らし」

教育博物館

歴史博物館
パネル展
「姉川合戦図屏風の武将たち」

～イチョウの謎を解いた男～
平瀬作五郎の挑戦

11月10日(火)まで
し重要文化財をはじめとする出
土資料から、一乗谷における武士
や僧侶、町の経済を支えた職人
たちや寺院の生活を紹介します。

10月20日(火)まで
し姉川合戦図屏風に登場する武将たちの活躍
を拡大パネルで紹介します。

越前焼で楽しむ多肉植物 さ

大河ドラマ
「麒麟がくる」展

10月11日(日)10時～、13時30分～
き越前古窯博物館(越前町小曽原)
し越前焼のうつわに、初心者でも育てや
すい多肉植物を植えたオリジナルの寄せ
植えを作ります。
え各回20人(事前予約優先) け2800円

11月30日(月)まで
し衣装や小道具、等身大パネルなどを展
示。明智光秀ゆかりの地・一乗谷でドラ
マの世界観をお楽しみください。

10月24日(土)～11月29日(日)
し近現代の天皇が県内各地を訪れた様子から、
県民と天皇・皇室とのつながりを紹介します。
け400円（小中学生以下・70歳以上200円、
高大生300円）

き福井市安波賀町4-10
い☎0776-41-2301 FAX41-2494
9時～17時(入館は16時30分まで)
け100円(高校生以下・70歳以上無料)
か10月21日

き福井市大宮2-19-15
い☎0776-22-4675 FAX22-4694
9時～17時(入館は16時30分まで)
け常設展100円(高校生以下・70歳以上無料)
か10月14、21～23日

き越前町小曽原120-61 い☎0778-32-2174
9時～17時(入館は16時30分まで)
か9月28日、10月5、12、19、26日

FAX32-2279

10月3日(土)～12月6日(日)
しイチョウの精子を発見し、世界に認められた
平瀬作五郎の研究と生涯について紹介します。

特別展「明治から平成 皇室とふくい
～行幸・行啓の記録と記憶～」さ

平瀬作五郎

第2回帝国学士院恩賜賞賞牌

き坂井市春江町江留上緑8-1
い☎0776-58-2250 FAX58-2251
9時～17時(入館は16時30分まで)
か9月28日～10月2、5、12、19、26日

園芸LABOの丘

芦原青年の家

総合グリーンセンター

ふるさと文学館

里山里海湖研究所

海浜自然センター

企画展示「ハロウィンのカボチャまつり」

ファミリーキャンプ2020秋 こさ

緑の教室「庭木の剪定と施肥」こ

10月10日(土)13時～11日(日)12時
※1泊2日
く小学生とその家族
え10組(定員超過の場合は抽選)
け3200円／人

10月15日(木)13時30分～15時30分
きグリーンセンター内緑の相談所
しマツと広葉樹の剪定方法や施肥のポイント
について学びます。
え先着20名
あ10月1日(木)から

ふるさと文学館企画展「石川九楊
の世界－書という文学への旅－」

森のハンガーを作ろう！ こ

10月1日(木)～10月31日(土)
し園芸LABOの丘で育てた大きなカボチャや
珍しいカボチャを使って、ハロウィンとカボ
チャについて学びます。
クイズに回答した方に
は野菜の種をプレゼントします。

魚の体のしくみを知っておいしく
食べよう こさ

親子ふれあいウオーク こさ
10月18日(日)8時30分～12時20分
く小学生親子
え10組(定員超過の場合は抽選)
け300円程度／人

山野草展

き美浜町久々子35-32-1
い☎0770-47-6162 FAX47-6163
9時30分～17時
か9月28日、10月5、12、19、26日

きあわら市北潟153-227
い☎0776-79-1001 FAX79-1005
か9月28日、10月5、12、19、26日

き坂井市丸岡町楽間15
い☎0776-67-0002 FAX67-0004
9時～16時30分
か9月28日、10月5、12、19、26日

エンゼルランドふくい
きてみて体験！
ふくいのものづくり2020 こ
10月3日(土)～11月8日(日)の土日祝
し伝統の技から最新技術まで、さまざまなも
のづくり技術をみて、ふれて、体験できるイベ
ントです。
あはがきでの応募が必要（詳しくはエンゼル
ランドふくいホームページを確認）
う体験ごとに定員あり。一部体験は有料
き坂井市春江町東太郎丸3-1
い☎0776-51-8000 FAX51-6666
9時30分～17時
か9月28日、10月5、12、19、26日
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10月31日(土)～11月1日(日)
きグリーンセンター内ウッドリームフクイ
し季節の山野草を展示します。

10月23日(金)～令和3年1月24日(日)
し越前市出身で日本を代表する書家・評論家
である石川九楊氏の作品と業績を紹介します。

石川九楊氏講演会 こ
10月24日(土)
14時～15時30分
し書と文学の関わりや、
福井ゆかりの作家につい
て語ります。
え先着50名

10月25日(日)9時～10時30分、10時30分～
12時
しいろいろな木を観察し枝切りをして、
その枝
を利用したオリジナルの作品を作ります。
く小学生とその保護者 え各回先着5組
あ10月22日(木)まで

11月1日(日)9時～12時
し魚を解剖し
て体 のつくり
を 観 察し、味
わうことで魚
をより詳しく
知ることがで
きます。
え先着16名
け100円／人、400円／魚1尾

撮影：筒口直弘

き福井市下馬町51-11
い☎0776-33-8866 FAX33-8861
9時～19時(土日祝は18時まで)
か9月28日、10月5、12、19、22、26日

き若狭町鳥浜122-12-1
い☎0770-45-3580 FAX45-3680
8時30分～17時15分
か土日祝(自然観察棟は火曜のみ休)

き若狭町世久見18-2
い☎0770-46-1101 FAX46-9000
9時～17時（入館は16時30分まで）
か9月28日、10月5、12、19、26日

ふくい健康の森（健康の森温泉） こども家族館

こども歴史文化館

自然保護センター

県立図書館

元気長生き講座 さ

みんなでクッキングスペシャル
「ガレット」こさ

和田維四郎没後百年記念特別展「石ものが
たり～ふくいが生んだ鉱物学者たち」Part2

六呂師高原観察ウォーク～色づき始
めた秋を一足はやく探そう～ こさ

10月17日(土)、18日(日)
各日10時30分～12時30分
しフランス料理
「ガレット」をグ
ラハム 粉（ あら
び きした 小 麦
粉）
で作ります。
え先着6家族
け500円／人

10月24日(土)～11月29日(日)
し和田維四郎、比企忠、市川新松など福井県
が輩出した鉱物学者の功績を紹介します。

10月31日(土)※少雨決行
(荒天時11月1日(日)に延期)
え先着30名 け50円(保険料)
あ9月30日(水)から
う中学生以下は保護者同伴

①10月10日(土)13時30分～14時30分
②10月25日(日)15時～16時
し①これだけやっておけば健康寿命がのびる
(担当：作業療法士)
②ピンピンコロリの生活習慣～心不全の予防
～(担当：医師)
け温泉入浴料が必要
620円(65歳以上500円)
き福井市真栗町47-51
い☎0776-98-5801 FAX98-5804
9時～21時※温泉利用は10時～20時30分
(受付は20時まで)
か9月28日、10月5、12、19、26日

きおおい町成海1-1-1
い☎0770-77-3211 FAX77-3255
9時30分～17時
か9月28日、10月5、12、19、26日

一般特集コーナー
「秋の夜長はロングセラー」
11月8日(日)まで
し50年以上前に発行されたロングセラーを特
集。時代を経てもあせない本の魅力を紹介し
ます。

開館70周年記念企画「わたしの書評」
令和3年3月31日(水)まで
し300字程度の書評を募集中。図書館ホーム
ページや館内掲示で紹介します。
う記入用紙はホームページからダウンロード
できます。

き福井市城東1-18-21
い☎0776-21-1500 FAX21-1501
9時～17時（入館は16時30分まで）
か9月28日、10月5、12、19、22、23、26日

き大野市南六呂師169-11-2
い☎0779-67-1655 FAX67-1656
9時～17時(入館は16時30分まで)
か9月28日、10月5、12、19、26日

き福井市下馬町51-11
い☎0776-33-8860 FAX33-8861
9時～19時(土日祝は18時まで)
か9月28日、10月5、12、19、22、26日
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