
講座・イベント・募集情報

ふくい

info

福井ライフ・アカデミー講座 こ
きユー・アイふくい（福井市下六条町）

ふるさと未来講座「映画・ドラマ・旅
番組で効果的なプロモーションを！」

11月19日(木)14時～15時30分

し「エンタメ×地域」で効果的にシティプロ

モーションを展開する事例を紹介します。

ふるさと未来講座「福井県の
経済情勢と今後の課題について」

11月26日(木)14時～15時30分

え先着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

白川文字学こども漢字教室
「ふくい町探検～白川博士ゆかり
の地をたどる～」 こ
11月21日（土）14時～15時30分

き福井城址周辺(福井市大手)

し白川静博士ゆかりの地を散策しながら、博士

の幼年時代や漢字の成り立ちについて学びます。

く小学生とその保護者　え先着20名

あ11月19日（木）まで

い生涯学習・文化財課

☎0776-20-0559　FAX20-0672

陽子線による乳がん臨床試験 こ
し陽子線による早期乳がんの臨床試験を行っ

ています。

く50歳以上の女性

（試験を受けるための条件があります）

け無料（診察や検査は公的医療保険適用）

い県立病院陽子線がん治療センター

☎0776-57-2981   FAX57-2987

11月3日リニューアルオープン！
人道の港敦賀ムゼウム

1920年代にポーランド孤児、1940年代に

「命のビザ」を携えたユダヤ難民が上陸し

た日本で唯一の港「敦賀港」。資料館「人道

の港敦賀ムゼウム」では史実を中心に当時

の証言やエピソード、今も続く関係者との

交流を紹介しています。リニューアルした館内には歴史を紹介するシア

ターやアニメーションを利用した展示などを設置。ぜひお越しください。

け500円(小学生以下300円)

き敦賀市金ヶ崎町23-1　☎0770-37-1035  FAX37-1036

いけだ食の文化祭

11月7日(土)、8日(日)

き池田町全域

し池田町が丸ごと会場となる食のイベ

ント。地元の方たちによる出店や物販

のほか、木工体験、クイズラリーなどを

行います。

い池田町農村政策課

☎0778-44-8210  FAX44-6296

養浩館庭園  秋のライトアップ

11月23日(月・祝)までの金土日祝・祝前日

17時～20時30分（入園は20時まで）

き養浩館庭園(福井市宝永)

し日本遺産に認定された庭をライ

トアップ。光で映し出される庭園の

幽玄な様子をお楽しみください。

い福井市文化振興課

☎0776-20-5367  FAX20-5670

「福井ふるさと百景」
ガイドブック発売中！

し福井県が誇る美

しい景観を県内外

に発信し、ふるさと

に 誇 り と 愛 着 を

もっていただくとと

もに、地域の力で県

民共有の財産であ

る景観を守り育て

ることを目的に発

表された「福井ふる

さと百景」。そのガ

イドブックが県内

書店で発売中です。

け1000円

い文化課

☎0776-20-0572   FAX20-0661

めざせ！里山の達人講座
クリスマスリースづくり こさ
11月28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)

しせん定した枝や採集したまつぼっくりを

使ってクリスマスリースを作ります。

え先着20名   け500円   あ11月24日(火)まで

い中山間農業・畜産課

☎0776-20-0446  FAX20-0651

里親制度説明会

①11月5日(木)②11月12日(木)

19時～20時30分

①総合福祉相談所（福井市光陽）

②結とぴあ（大野市天神町）

し里子を養育している里親さんが、里子を育て

ていく上での悩みや苦労、喜びなどを話します。

登録の流れなどさまざまな疑問に答えます。

い総合福祉相談所

☎0776-24-5138　FAX24-5139

嶺南でEVのカーシェアリング

し嶺南VPP（仮想発電所）実証実験に用いる

電気自動車（EV）を貸し出します。スマホアプ

リ「Patto」を使い、どなたでもご予約・ご利用

いただけます。

詳しくは 

い電源地域振興課嶺南Eコースト計画室

☎0776-20-0230　FAX20-0624

嶺南スマートエリア  EVカーシェア

くらしの講座
「世界のくらしはどう変わる？
未来を先取り！新たな社会」 こ
11月3日(火・祝)13時30分～14時30分

し講師/カナン株式会社　桂木夏彦さん

※Zoomを用いたオンライン講座です。

え30名

あ10月27日(火)まで

詳しくは 

い（公社）ふくい・くらしの研究所

☎0776-52-0626　FAX52-0660

福井県  くらしの講座

リモートBUZZ  CAFE2020 こ
11月12日(木)　18時30分～19時30分

し福井県の国際交流員（米国出身）とリモート

で、『マイブーム』などについて英語で楽しく話

します。

く中学生以上で、日常英会話ができる方。リ

モート環境・メールアドレスがある方

え10名

あH P にて必 要

事 項 を 確 認 の

上、メールで申し

込み。

い（公財）福井県国際交流協会

☎0776-28-8800   FAX28-8818

人道の港国際文化交流ウィーク

11月3日(火・祝)～11月8日(日)

き敦賀市金ヶ崎緑地

し敦賀ムゼウムオープンから約１週間、金ヶ崎緑地一帯にてシンポジウ

ム、ワークショップ、食、音楽などさまざまな催しが集うイベントを開催

します。詳しくは 

い敦賀市新幹線まちづくり課   ☎0770-22-8241  FAX22-8184

人道ウィーク
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県立施設情報

ふくい

info

※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。

歴史博物館
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 
11月29日（日）まで

し近 現 代 の 天 皇

が 福 井 県 各 地 を

訪れた行幸を紹介

し、福井の人々と

天皇・皇室のつな

がりを紹介する。

け一般400円、70歳以上200円、高大生300

円、小中生200円

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10、11月の休館日

こども家族館
みんなでクッキングスペシャル

「ふくいサーモンのキッシュ」 こさ
11月14日(土)、15日(日)

10時30分～12時30分

し福井の海で養殖されたトラウトサーモン入り

のキッシュを作ります。

く家族での参加　え先着6家族

け550円/人

わいわいものづくりスペシャル
「ダンボールザウルス（装着版）」 こさ

11月29日（日）10時30分～13時30分

しダンボールで、着られる恐竜を作ります。

く家族での参加　え先着9家族　け700円/作品

きおおい町成海1-1-1

い☎0770-77-3211  FAX77-3255

　9時30分～17時

か10月26日、11月2、4、9、16、24、30日

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10月26日、11月2、4、9、16、24、30日

芦原青年の家
和凧
11月22日（日）9時～12時

し家族で協力して和凧を制作します。

く親子または祖父母と孫　え10家族

け400円程度/家族　あ11月7日（土）まで

きあわら市北潟153-227

い☎0776-79-1001  FAX79-1005

か10月26日、11月2、4、9、15、23、30日

陶芸館
陶芸館秋期企画展講演会

「わたしの湯のみ」 こさ
11月1日（日）10時～11時

し京都市立芸術大学教授の畑中英二氏を招

き、「わたしの湯のみ」をテーマに、日本のやき

もの文化や展示作品などについての講演会を

行います。

え先着20名

け一般800円（高校生以下・70歳以上300円）

（常設展・関連展示含む）

き越前町小曽原120-61

い☎0778-32-2174　FAX32-2279

　9時～17時（入館は16時30分まで）

か10月26日、11月2、4、9、16、24、30日

ふくい健康の森（健康の森温泉）
元気長生き講座 さ
11月14日（土）13時30分～14時30分

し認知症・どんな症状が出るの？（担当：作業療法士）

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10月26日、11月2、9、16～27、30日

き福井市文京3-16-1

い☎0776-25-0452　FAX25-0459

　9時～17時(入館は16時30分まで)

か10月26日

若狭歴史博物館
特別展「金色の煌めき～
金に彩られた若狭のたから～」 さ
11月23日（月・祝）まで

し若狭と敦賀ゆかりの文化財から、金工芸の

歴史と装飾技法を紹介します。

け一般400円、高大生300円、小中生200円

き小浜市遠敷2-104

い☎0770-56-0525　FAX56-4510

　9時～17時(入館は16時30分まで)

け常設展310円（高校生以下・70歳以上無料）

か11月9、24日

県立美術館
特別企画展「テレビアニメーション創成期から現在
までの50年-エイケン制作アニメーションの世界-」 さ
11月8日（日）まで

しクリエイティブ集団エイケンの

アニメ作品の中から、「サザエさ

ん」を軸に、原画・セル画などの貴

重な資料約300点を展示。テレビ

アニメーション創成期から現在ま

での50年間を、エイケン制作のア

ニメーション作品を通じて振り返

ります。

け一般1200円、高校生800円、

小中生500円

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11月11、30日

自然保護センター
天文教室  秋の星座めぐり こ
11月15日(日)※雨天・曇天決行

し秋に見ることができる星座や天体をプラネ

タリウム（30分）で学習した後、実際に野外で

星座などの観望（45分）を行います。

※曇雨天時は秋の天体の話やプラネタリウム

の上映を行います。

く小学４年生以上

え先着20名

あ11月13日（金）まで

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10月26日、11月2、4、9、16、24～30日

里山里海湖研究所
焚火で秋の味覚体験 こさ
11月15日（日）9時～12時

き福井ふるさと学びの森（若狭町気山）

し焚火でさつま芋などを焼いて味わいます。間

伐見学、木切り体験も行います。

く小学生以上

え先着6組

け保険料50円/人、材料費300円/組

あ11月13日（金）まで

う小学生は保護者同伴

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）

県立図書館
郷土資料コーナー「ふくいの食」
12月15日(火)まで

し越前がにを中心とした福井の味覚や特産

品、郷土料理、グルメガイドなど、福井の食に

関する本を特集します。

一般特集コーナー「世界の文字と書」
1月24日（日）まで

し日本や中国の書の本や、カリグラフィーなど

文字を使った芸術の本など、世界の様々な文

字に関する本を特集します。

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10月26日、11月2、4、9、16、24、26、30日

エンゼルランドふくい
クラフト教室「ネイチャークラフト～
小さな庭をつくろう～」 こ
11月14日（土）～11月29日（日）の土日祝

①9時50分～10時35分、②11時50分～12時

35分、③13時50分～14時35分

し粘土や木の実、枝を使っ

て、小さなお庭を作ります。

く4歳以上（未就学児は保

護者同伴）

え各回5家族（1家族4名ま

で。体験はお子様2名まで）

あ各開催日の前日まで

き坂井市春江町東太郎丸3-1

い☎0776-51-8000　FAX51-6666

　9時30～17時

か10月26日、11月2、4、9、16、24、30日

すこやかシルバー病院
認知症に関する制度と専門病院受診方法 こ
10月29日（木）13時30分～15時

し介護保険制度、認知症専門病院受診について説明します。

え先着20名（座席指定）

う体調不良、体温37.0℃以上の方は入場不可

き福井市島寺町93-6　い☎0776-98-2700   FAX98-2793

総合グリーンセンター
親子で花の寄せ植え こさ
12月20日(日)13時30分～14時30分

しクリスマスに向けた寄せ植えづくりをします。

く小学生とその保護者　え先着10組

け500円/組　あ11月16日(月)から

き坂井市丸岡町楽間15

い☎0776-67-0002　FAX67-0004

か10月26日、11月2、9、16、24、30日

園芸LABOの丘
ハーブが香るアロマワックスバー
づくり こさ
11月14日（土）、15日（日）

13時30分～14時30分

し園芸LABOの丘でと

れたハーブやドライフ

ラワーなどを使った“火

を灯さない香りのキャ

ンドル”をつくります。

え各日先着12名

け800円/人　 あ11月7日(土)まで　

う小学生以下は保護者同伴

き美浜町久々子35-32-1

い☎0770-47-6162   FAX47-6163

　9時30分～17時

か10月26日、11月2、9、16、24、30日

きょうりゅう電車、恐竜バスが走ります！

秋の行楽シーズンに向け、福井駅から恐竜博物館へきょ

うりゅう電車と恐竜バスを運行。福井県民限定で乗車で

きます。電車、バスに乗って恐竜博物館へ行きませんか。

きょうりゅう電車（11月運行予定）

えちぜん鉄道　福井駅～勝山駅間

（勝山駅～恐竜博物館はバス移動）

いえちぜん鉄道株式会社　☎0120-840-508

恐竜バス（10月下旬～運行予定）

福井駅東口～恐竜博物館間

い京福バス株式会社　☎0776-57-7700

乗車には事前予約が必要です。詳しくは「えちぜん鉄道」「京福バス」で検索

運行期間、ダイヤなど詳しくは各社にお問い合わせください。

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10月26日、11月2、4、9、16、24、26、30日

ふるさと文学館
文学フェスタ　
11月1日（日）9時～18時

し県内文学同人誌など文芸作品展示や、文芸

創作の交流ができるイベントです。

三好修一郎氏文学講座 こ
11月1日（日）10時30分～12時

し教科書に掲載されている文学作品を深く読

み解き、解説します。

え先着40名

こども歴史文化館
石ものがたり～ふくいが生んだ鉱物学者たち～Part2
11月29日（日）まで

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。
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