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県立施設情報

 講座・イベント情報

「ごんぎつね」より かすや昌宏 絵

壊れたおもちゃを無料で修理します
　

◇こどもの国(敦賀市櫛川)

8月3日(土) あ13時～15時

◇エコネットさばえ(鯖江市中野町)

8月3日(土)、17日(土)、18日(日)

あ13時30分～16時

◇糺集会所(鯖江市糺町)

8月8日(木)、22日(木)、24日(土)

あ9時～17時

◇総合グリーンセンター(坂井市丸岡町楽間)

8月18日(日) あ10時～13時

◇こども家族館(おおい町成海)

8月18日(日) あ13時～15時

◇円山公民館(福井市北今泉町)

8月24日(土) あ10時～13時

い循環社会推進課

☎0776-20-0317  FAX20-0679

　

おちゃっとサロン「韓国」
 
こ

　

8月4日(日)15時～16時30分

き国際交流嶺南センター(敦賀市神楽町)

し郷土料理トッポッキの試食やK-POP

を通して韓国の文化を学びます。

え先着20名

い国際交流嶺南センター

☎0770-21-3455 FAX21-3441

　

消費生活夏休み親子講座
 
こ

　

8月7日(水)

10時～12時、13時30分～15時30分

きアオッサ(福井市手寄)

しレストランオーナーの仕事から

お金の仕組みを学びます。

く小学生とその保護者

え各回先着15組

あ8月6日(火)まで

い(公社)ふくい・くらしの研究所

☎0776-52-0626 FAX52-0660

弦楽サマーコンサートin敦賀
　

8月3日(土)13時30分～15時30分

きプラザ萬象(敦賀市東洋町)

しプロの指導を受けながら技術を

磨いた小中高校生が弦楽器を演奏

し、指導の成果を披露します。

い義務教育課

☎0776-20-0575 FAX20-0671

　

福井ライフ・アカデミー講座
 
こ

　

■若狭図書学習センター(小浜市南川町)

◇月の科学の最前線～月のうさぎ

と地球風～

8月3日(土)14時～15時30分

し講師／大阪大学大学院理学

研究科教授 寺田健太郎さん

え先着40名 あ8月2日(金)まで

い若狭図書学習センター

☎0770-52-2705 FAX52-2715

■ユー・アイふくい(福井市下六条町)

◇国際情勢の変化と海上保安庁の取組み

～平和で豊かな海を次世代に～

8月3日(土)10時～11時30分

し講師／(一財)海上災害防止

センター理事長 中島敏さん

◇夏休みこどもシアター

8月9日(金)、10日(土)

10時～11時40分、13時～14時40分

し「子どもどうぶつ劇場」、「トム

とジェリー」などを上映します。

え各回先着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

親子で楽しく学べる講演会
「かしこいエネルギー消費」

 
こ

8月18日(日)14時～15時30分

き県立図書館(福井市下馬町)

し講師／節約アドバイザー 和田由貴さん

え先着100名

いイベント総合企画村中音楽事務所

☎0776-97-6319 FAX97-6329

　

ふくいの魅力体験キャンペーン
 
こ

8月19日(月)～11月5日(火)

し対象となる宿泊施設で旬の野菜

収穫や網引き漁などを体験し、アン

ケートへの回答と、SNSへ感想を

投稿すると宿泊料が割引に。体験

内容は施設によって異なります。

対象となる宿泊施設は

　

い観光誘客課

☎0776-20-0291 FAX20-0381

　

おとなの白川文字学探検隊！ こ
　

8月23日(金)10時～11時

き気比神宮表参道口集合(敦賀市曙町)

し気比神宮を散策しながら、古代文字

や漢字の成り立ちについて学びます。

え先着30名 あ8月22日(木)まで

い生涯学習・文化財課

☎0776-20-0559 FAX20-0672

　

ふくい技能体験フェア
　

8月25日(日)9時30分～15時30分

き福井産業技術専門学院

(福井市林藤島町)

し自動車整備・製造、大工などの仕

事体験や工作体験を行います。

う一部体験は定員あり

い福井産業技術専門学院

☎0776-52-2120 FAX52-2121

教育博物館
　

English Summer Camp!
～夏休みのできごとを英語で表現～ こ
8月3日(土)10時～11時30分

し劇やクイズ、会話を通して楽しく

英語を学びます。

え先着15名 あ8月1日(木)まで

企画展「もう一度読みたい国語教科書」
9月1日(日) まで

し明治から現在までの国語教科書

や、長年教科書に掲載されていた

物語などを紹介します。

◇企画展関連イベント

「教科書作品映画上映会」

9月1日(日)までの土日

10時～、14時～、15時～

し「ごんぎつね」など企画展で紹

介した作品の映画を上映します。

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8月19日、26日

　

総合グリーンセンター
　

サマーフェア2019
8月11日(日・祝)9時～16時30分

しウオータースライダーなどの水

遊びや木工教室などを行います。

　
植物標本の名前を調べよう こ
8月14日(水)～16日(金)

9時30分～11時30分、13時～14時

し専門家と一緒に、標本にした植

物の名前を調べます。

く小中学生とその保護者

え各回先着30組

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1日まで無休

畜産試験場
　

わくわく！牧場探検隊
8月18日(日)9時～16時

し獣医師の仕事体験を通した動物とのふ

れあいやアイスクリーム作りができます。

き坂井市三国町平山68-34

い☎0776-81-3130 FAX81-2600

　8時30分～17時15分

　

芦原青年の家
　

ロケットの飛び方
～姿勢制御のしくみ～ こさ
8月18日(日)10時～12時

し傘袋ロケットを作って、ロケット

が飛ぶ仕組みを考えます。

く小学4～6年生

え20名(定員超過の場合は抽選)

け100円 あ8月4日(日)まで

きあわら市北潟153-227

い☎0776-79-1001 FAX79-1005

か７月29日、8月5、11、12、19、26日

　

自然保護センター
　

特別観望会「ペルセウス座流星
群ってなぁに？」～月夜のスター
ウオッチング～
8月12日(月・休)

19時30分～21時30分

し木星や土星など夏の天体の観望とペ

ルセウス座流星群の解説を行います。

う中学生以下は保護者同伴

天文教室「天の川の撮影に挑戦」 こ
8月30日(金)19時30分～21時30分

しカメラを使った天体の固定撮影

方法を学び、撮影を行います。(雨

天・荒天時は撮影方法の解説講座)

く高校生を除く18歳以上で、デジタル一

眼レフカメラと三脚を持ち操作ができる方

え先着15名 あ7月30日(火)～8月28日(水)

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1日まで無休

法恩寺山有料道路
得トクキャンペーン
　

8月31日(土)まで

し法恩寺山有料道路(勝山市)の通行料

金が半額に。料金所などで配布する応募

用紙をスキージャム勝山の応募箱に投

函すると、抽選で豪華賞品も当たります。

いかつやまなっとく協議会

(道路建設課)

☎0776-20-0474 FAX20-0658

　

クールシェアふくい
　

9月30日(月)まで

し家庭の消費電力を抑えるため、

エアコンを消して、公共施設や商業

施設などを巡るスタンプラリーを

実施しています。抽選で素敵な賞品

をプレゼントします。

い環境ふくい推進協議会(環境政策課)

☎0776-20-0302 FAX20-0734

　

エンゼルランドふくい
　

星をみるかい？「木星と土星」
8月3日(土)20時30分～21時30分

し木星と土星の話を聞き、望遠鏡

で観察します(曇天・雨天時はプラ

ネタリウムを鑑賞します)。

う高校生以下は保護者同伴

南極の氷展示・体験
～南極の氷に触れてみよう～ さ
8月10日(土)14時～16時

け100円(展示エリア入場料)

（高校生以下・70歳以上無料）

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（7、8月は18時まで）

か9月1日まで無休

ふくいドットコム

クールシェアふくい
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こども歴史文化館
　

はじめての岩絵具体験
～Myうちわをつくろう～ さ
8月3日(土)11時～16時

し岩絵具を使ってうちわに夏らし

い絵を描きます。

け500円

夏の特別展「色とりどり～色彩
ゆたかな絵具の世界～」
9月1日(日) まで

し江戸から明治にかけて使用され

た絵具や、福井城下で活躍した絵

師 夢楽洞 万司などを紹介します。

き福井市城東1-18-21

い☎0776-21-1500 FAX21-1501

　9時～17時

か9月1日まで無休

　

内水面総合センター
　

夏休み工作
「うごくキンギョ」をつくろう

8月4日(日)

10時～11時、13時30分～14時30分

しペットボトル

を使った工作を

します。

く小学生以下

え各回先着20名

き福井市中ノ郷町34-10

い☎0776-53-0232 FAX53-0545

か7月29日、8月5、13、19、26日

県立図書館
　

ウッドバーニング(焼き絵)教室
8月11日(日・祝)10時～15時30分

し木版に電熱ペンで絵を焼き付け

るウッドバーニングを行います。

え先着60名

木工教室「県産材でイスを作ろう」
8月11日(日・祝)10時～

く小中学生とその保護者 え先着20組

ちょっとだけこわい話のおはなし会
8月11日(日・祝)11時～11時40分

く小学生 え先着20名

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8月22日

　

文書館
　

月替展示「音をつづる」
8月21日(水)まで

し録音機器のない時代から文字に

なって記録されてきた音を紹介します。

フィアラ先生の古典文学ゼミ
ナール『古事記』を読む こ
8月24日(土)13時30分～15時

え先着40名

う『口語訳古事記』神代篇・人代篇 

三浦佑之訳・注釈(文春文庫)を用

意して受講してください。

き福井市下馬町51-11

い☎0776-33-8890 FAX33-8891

　9時～17時

か県立図書館と同じ

ふるさと文学館
　

講座「新聞から学ぶ文章術」 こ
8月10日(土)14時～15時30分

し文章を書く際のポイントやテク

ニックを紹介します。 え先着30名

荒川洋治氏受賞記念講演「詩を

つくる・批評を書く―文学活動

50年の風景」 こ
8月17日(土)14時～15時40分

し福井出身の現代詩作家 荒川洋治

さんの恩賜賞・日本芸術院賞受賞を

記念した講演会を行います。

え先着150名

き福井市下馬町51-11

い☎0776-33-8866 FAX33-8861

　か県立図書館と同じ

　
　

ふくい健康の森
　

生きがい交流センター
生きがい無料講座
①8月10日(土)13時30分～14時30分

②8月25日(日)15時～16時

え各日先着30名

サックスとトランペットコンサート
8月18日(日)14時～15時

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7月29日、8月5、13、19、26日

　
　

県立美術館
　

この夏、世界の宝に触れに行く！
東京藝術大学《スーパークロー
ン文化財》展～バーミヤン、敦
煌、法隆寺からゴッホまで～ さ
8月25日(日)まで

し最先端の技術を使って表現され

た世界最高峰のアートを、五感で

体感できます。

け1400円(小中生500円、高校生800円)

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8月26～31日

　

奥越高原青少年自然の家
　

大人だけの秋キャンプ こさ
9月7日(土)14時～8日(日)12時30分

しピザ窯でのピザ作りやダッチオーブン

料理、スモークチーズ作りが楽しめます。

く20歳以上 え先着30名

け3500円 あ8月11日(日・祝)まで

き大野市南六呂師169-8

い☎0779-67-1321 FAX67-1721

か8月19日、26日

　
　

一乗谷朝倉氏遺跡資料館
　

キッズミュージアム「箱庭をつくろう」 こ
8月11日(日・祝)

10時～10時45分、14時～14時45分

し苔や石を使って透明な入れ物に

小さな庭を作ります。

く小中学生とその保護者

え先着30名 あ8月5日(月)まで

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)

け常設展100円(高校生以下・70歳以上無料)

か7月29～31日、8月1日

　

歴史博物館
　

特別展「家事・家電・家庭のうつ
りかわり－「主婦」の近代－」 さ

9月1日(日) まで

し女性向け雑誌や家電などをもと

に、明治から平成にかけて、生活や

家庭の形がどう変わってきたのか

を紹介します。

け400円(小中生・70歳以上200円、

高大生300円)

う福井市立郷土歴史博物館「あり

がとう平成ｰ博物館コレクションか

らみる明治から平成ｰ」も開催中

写真展「カラー写真が伝える震
災前後の福井」
9月1日(日)まで

し昭和23年の福井地震発生前と

被災後のカラー写真を展示します。

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9月1日まで無休

すこやかシルバー病院
　

心も体も元気に健康に～認知症
の理解、予防、支援～
8月7日(水)13時30分～15時

し認知症の危険因子や生活の中で

脳を鍛える方法について説明します。

え先着50名

認知症高齢者の排泄援助
8月9日(金)13時30分～15時

し排泄時における介護のポイント

について説明します。

え先着50名

き福井市島寺町93-6

い☎0776-98-2700 FAX98-2793

らく どう まん しむ

こう

とん

恐竜博物館で撮影した映画
「騎士竜戦隊リュウソウジャーTHE MOVIE
タイムスリップ！恐竜パニック！！」が公開中です

「恐竜」と「騎士」をモチーフにしたヒーローが活躍するテレビ番組

「騎士竜戦隊リュウソウジャー」。この夏全国公開している劇場版

(映画)は、4月に県内でロケが行われ、恐竜博物館や福井駅恐竜

広場で撮影したシーンが多数登場しています。ぜひご覧ください。

テレビ番組のエンディング映像にも恐竜博物館が登場。出演者の

皆さんが恐竜の前でダンスを踊っています。こちらもあわせてご

覧ください。

　
■県内の公開劇場

　テアトルサンク(福井市中央) ☎0776-23-2706

　福井コロナシネマワールド(福井市大和田) ☎0776-52-8822

　鯖江アレックスシネマ(鯖江市下河端町) ☎0778-54-7720

恐竜博物館特別展も開催中！

特別展「恐竜の脳力～恐竜の生態を脳科学で解き明かす～」
10月14日(月・祝)まで

し成長や進化に大きな影響を与えてきた恐竜の脳の動きを解明します。

け1200円(小中生600円、高大生800円、70歳以上500円)

き勝山市村岡町寺尾51-11 い☎0779-88-0001 FAX88-8700

　9時～17時(入館は16時30分まで)(9月1日までは8時30分～18時、入館は17時30分まで)

け常設展720円(小中生260円・高大生410円) か9月10日まで無休

東京2020オリンピック聖火ランナーを募集しています

2020年5月30日(土)、31日(日)に県内で行われる聖火リレーの聖火ラン

ナーを募集しています。走る距離は1人あたり約200mです。

く福井県にゆかりがあり、2020年4月時点で中学1年生以上の人

あ県庁1階に設置してある応募用紙に必要事項を

記入し、8月31日(土)までに応募してください。

ホームページでも応募できます。

詳しくは

い福井県実行委員会

☎0776-37-3710 FAX25-4567

一乗谷朝倉氏遺跡資料館
日本遺産認定記念展

8月2日(金)～11月12日(火)

し日本遺産に認定された、福井市・勝山

市の「石から読み解く中世・近世のまち

づくり」のストーリーや構成文化財のほ

か、中世の一乗谷や近世の福井城址周

辺のまちづくりを支えた石の役割と人々

の生活が育んだ石の文化を紹介します。

け300円（小中生100円、高大生200円）

聖火リレー  福井県

1964年 東京オリンピックのときの

福井県 聖火ランナー

劇場版「ジオウ・リュウソウジャー」製作委員会
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