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1、2月の休館日

※各施設では、
混雑時に入館制限をするなど必要な感染防止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防止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

こども家族館

福井ふるさと教育フェスタ

ふるさと企業魅力発見キャリアフェア

絵本×大道芸ライブ

2月6日(土)10時30分～15時
き福井県県民ホール(福井市手寄)
し子どもたちがふるさと教育の活動成果や地域の伝統芸能活動を
ステージで発表します。
ポスター展示・発表や物品販売も行います。
い教育政策課 ☎0776-20-0295 FAX20-0668

2月24日(水)、25日(木) 12時～17時
きサンドーム福井(越前市瓜生町)
し県内企業280社が出展する県内最大規模の業界研究会です。対面
ブースで企業や業界の魅力を知ることができます。
く2022年3月卒業予定の大学生など
い定住交流課 ☎0776-20-0638 FAX20-0644

テーマ展「よみがえる幻の宝刀 朝倉長光
～朝倉氏の清水寺信仰～」

2月14日(日)11時～12時、13時30分～14時30分
し大道芸人オマールえびさんを迎え、
ダイナミックな絵本のよみきかせと
エキサイティングな大道芸を組み合わせたライブを開催します。
え各回先着60名

2月16日
（火）
まで
し朝倉家の宝刀「朝倉長光」写しを初公開します。

きおおい町成海1-1-1 い☎0770-77-3211 FAX77-3255
9時30分～17時 か1月25日、2月1、8、12、15、22、24日

一乗谷朝倉氏遺跡資料館

第4回特別公開展「重要文化財は語る
城下町をまもる」
3月31日(水)まで
し城下町を守る要の防御施設で
ある上城戸・下城戸の発掘調査の
成果を、重要文化財の出土品から
紹介します。
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2月17、18日

福井ライフ・アカデミー講座 こ

県立図書館
一般特集コーナー「本で発見！ふくいの魅力」
2月28日(日)まで
し郷土資料コーナー以外の所蔵資料の中
から、主に全国の状況と合わせて、福井の
魅力を再発見できる本を特集します。
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1月25、28日、2月1、8、12、15、22、24、25日

総合グリーンセンター

エンゼルランドふくい

歴史博物館

親子で花の寄せ植えづくり こさ

クラフト教室「羊毛キーホルダー」こさ

企画展「越前・若狭 願いの形」

2月28日(日)13時30分～14時30分
し ひ な まつり
に向けた花 の
寄 せ 植 えづく
りをします。
く小中学生と
その保護者
え先着10組
け500円
あ1月25日(月)から

2月11日(木・祝)～28日(日)までの土日祝
①9時50分～10時35分
②11時50分～12時35分
③13時50分～14時35分
し羊毛でフェルトボール
を作り、キーホルダーに
仕上げます。
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。体験は子ども2
名まで）
け100円 あ前日まで電話で受付中

2月14日(日)まで
し越前・若狭の人々の「願い」がこもる品々を
中心に両地方の魅力と多様さを紹介します。

写真展「『福井駅前』
メモリアル
～明治から令和へ～」
2月28日(日)まで
し 明 治 から令 和 に
か けての 福 井 駅 前
の 風 景 写 真を展 示
します。

き坂井市丸岡町楽間15
い☎0776-67-0002 FAX67-0004
9時～16時30分
か1月25日、2月1、8、15、22日

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1月25日、2月1、8、12、15、22、24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1月27日、2月10、24日

陶芸館・越前古窯博物館

園芸LABOの丘

こども歴史文化館

古き良き ひな人形展

春を先どり!! 菜の花と梅の花まつり

2月6日(土)～3月3日(水)
し女の子の幸せ
を願い贈られた
おひな様 。昭 和
1 0 年 代 から現
代までのひな人
形の段飾りなど
約300体を展示
します。また、陶
芸館ロビーにて越前焼作家が手作りした「や
きもの」
のひな人形を展示販売します。

2月20日(土)、21日
（日）10時～15時
し菜の花ピザづくり、梅シロップづくり、菜の
花の摘み取りなどの体 験や、野 菜の種まき
セットが当たるクイズを楽しめます。
う一部申込が必要。体験は有料

これきコレクション展2021
あつめて、
くらべて、新発見 Part1

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1月25日、2月1、8、12、15、22、24日

き美浜町久々子35-32-1
い☎0770-47-6162 FAX47-6163
9時30分～17時
か1月25日､2月1、8、15、22日
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特別公開「至高の逸品～ジャクエツコレクションから～」

ふるさと未来講座「絵の世界を旅してみよう」

2月28日(日)まで
し 新 発 見 資 料「 鷹
図屏風」のほか、鉱
物 学 教 科 書 、万 博
関連など、
これまで
に収 集や調 査して
きた資 料を展 示し
ます。

2月10日(水)14時～15時30分
きユー・アイふくい(福井市下六条町)
し講師は福井大学教授濱口由美さん。お気に入りの鑑賞方法を見つ
け、
これまでとは違った見方で絵の世界を楽しみましょう。
え先着60名 あ2月9日(火)まで
い福井ライフ・アカデミー本部 ☎0776-41-4206 FAX41-4201

つるが国際シンポジウム2020 こ
①2月10日(水)13時～19時
②2月11日(木・祝)10時20分～16時30分
き若狭湾エネルギー研究センター(敦賀市長
谷)
し原子力発電所の解体で発生する金属など
を有効利用するクリアランス制度をテーマに、
その概要や日本での制度普及に向けた課題
などについて、国内外の有識者が講演します
(Ｗeb含む)。
うオンラインで視聴する場合前日までに要申込
い若狭湾エネルギー研究センター
☎0770-24-7272 FAX47-6228

2月17日(水)～23日(火・祝)9時～17時(17日のみ13時～17時)
きプラザ萬象小ホール(敦賀市東洋町)
し敦賀市の地元企業(株)ジャクエツが同市に
寄贈した、洋画・日本画の名品約20点を特別公
開します。
い文化課 ☎0776-20-0582 FAX20-0661
か2月22日

「新幹線開業ＰＲキャッチコピー」意見募集中！
北陸新幹線福井・敦賀開業に向けて福井のイメージを統一的に発信するためのキャッチコ
ピー案について、意見を募集しています。参加した方の中から抽選で100名様に
「越前がに」
や
「いちほまれ」
などの県産品や新幹線グッズをプレゼントします。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
E

「日本中行き尽くしたら、福井」
「シフクロード福井～つながる幸せの国へ～」
「一億年浪漫、福井へ」
「地味にすごい、福井」
「その先にある幸せ、福井」

あ1月31日(日)まで
い新幹線開業課 ☎0776-20-0546

FAX20-0381

詳しくはこちら

2040年のふくい⑤
自然といっしょに未来を育てる 夢がかなう農林水産業
このコーナーでは、昨年7月策定の「福井県長期ビジョン」に記載した「2040年のふくい」の将来イメージを紹介していま
す。今回は2040年の福井県の「産業」。福井の生活や文化、農山漁村の風景を形づくってきた農林水産業が、最新技
術の活用やプレミアムブランドの創出により
「稼ぐ力」
を一段と高め、若者が憧れる新たな成長産業に飛躍しています。
①農林水産業の産出額が大幅に増加
プレミアムブランド化された農産物や畜産物、地魚などが、首
都圏や海外へ高値で取引され、農林水産業の産出額が大幅に
増加しています。

②地域内外の人が農山漁村で交流
里山里海湖の豊かな環境に農家レストラン、漁家民宿、体験
施設などが集まる
「食と農の里」が各地に生まれ、地域内外の
人が交流するにぎわいのある農山漁村となっています。

③若者が担い手となって活躍
県立大学を中心に新たな農林水産業ビジネスが生まれ、
さらに
園芸・林業・水産カレッジで実践力を身に着けた若者がその担い
手になって活躍。儲かる産業に進化し、就労者が増えています。

④最新技術により高効率化が進展
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1月25日、2月1、8、12、15、22、24日

農業機械の自動運転や大規模園芸化、
ＩoＴを使った魚の増
養殖など高効率化が進展。新３Ｋ
（かっこいい・稼げる・感動）
産業に憧れる若者が集まり、女性や高齢者もいきいきと活躍し
ています。

「稼ぐ力」
を一段と高め、若者が憧れる成長産業に飛躍
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