
※各施設は、新型コロナウイルスの感染状況により閉館している場合があります。開館時でも、混雑時の入館制限など必要な感染
予防対策を行っています。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。

※デジタルブック上で をタップすると 
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陶芸館・越前古窯博物館  

古き良きひな人形展
2月5日（土）～3月6日（日）
女の子の幸せを願い贈られたお雛様。古
民家に雛人形段飾りなど約400体を展示
します。また期間限定呈茶を同時開催。
お雛菓子とお抹茶をお楽しみいただけます。

魔を払う  越前焼のミニ鬼瓦をつくろう 申 ￥
2月19日（土）、20日（日）14時～
家の四方に置くと魔を寄せ付けないと
される鬼瓦。この体験では越前焼の粘土
1kgで、家の玄関などに飾れるミニ鬼瓦
をつくります。（出来上がり約15cm）
定各回10組(1組3名まで)
料 2000円/名　他事前予約優先

ふるさと文学館  

講演会「 『みずとはなんじゃ？』と鳥の巣の不思議」 申
2月26日（土）14時～16時
所県立図書館多目的ホール（福井市下馬町）
絵本作家の鈴木まもる氏に、絵本制作のエピソードやかこさとし
氏との思い出、ライフワークの鳥の巣の研究などについて語ってい
ただきます。
定 50名

文学講座 「ムットーニ創作の秘密」 申
2月27日（日）14時～15時30分
所県立図書館多目的ホール（福井市下馬町）
物語世界を繊細に表現した、唯一無二の自動からくり人形作品

「ムットー二」の作者 武藤政彦氏に、作品の見どころや創作の裏
話などを語っていただきます。
定 50名

自然保護センター  

冬の野鳥レストラン 申
2月27日（日）まで
室内からエサ台に集まる野鳥を近くで観察
できます。時には、リスやテンといった小動
物が訪問してくれることもあります。
他 10人以上の団体の場合は1週間前までに申

し込んでください。

所大野市南六呂師169-11-2
問☎0779-67-1655　FAX67-1656
開 9時～17時（入館は16時30分まで）
休 1月24、31日、2月7、14、21、24、28日

園芸LABOの丘  

「バレンタインは寄せ植えDay」 
花の寄せ植え教室 申 ￥
2月13日（日） 
①9時30分～10時30分、②11時～12時
バレンタインにちなんだ春感満載の寄せ植
え講座です。
定各回先着20名
受開催日の１週間前まで
料 2000円/名

所美浜町久々子35－32－1
問☎0770-47-6162　FAX47-6163
開 9時30分～17時
休 1月24、31日、2月7、14、21、28日

ふくいの暮らし
をよ
り豊か

に くいふ

所越前町小曽原120-61　問☎0778-32-2174　FAX32-2279
開 9時～17時（入館は16時30分まで）　
休 1月24、31日、2月7、14、21、24、28日

所福井市下馬町51－11（県立図書館内）
問☎0776-33-8866　FAX33-8861
開 9時～19時（土日祝は18時まで）
休 1月24、27、31日、2月7、14、17、21、24、28日

総合グリーンセンター  

親子で花の寄せ植えづくり 申 ￥
2月27日（日）10時～11時
ひなまつりに向けた花の寄せ植えづくりを
します。
対小中学生とその保護者
定先着10組
受 1月26日（水） 

8時30分から
料 500円/組

ふくいの農ある風景フォトコンテスト 

福井県内の「農」ある暮らしや文化をとらえた写真を募集します。
【写真部門】
1作品につき、応募票1枚を添えて実行委員会事務局まで郵送してください。
※応募票はコンテストホームページからダウンロードできます。

【インスタグラム部門】
公式アカウント「@fukui_nouaru_photo」をフォロー
し、ハッシュタグ「♯第2回ふくいの農あるフォトコン」を
つけて、必要事項をキャプションに入力して投稿

詳しくは ふくいの農ある風景フォトコンテスト

応募期限： 【写真部門】令和4年1月31日(月)まで 
 【インスタグラム部門】令和4年2月28日(月)まで

「DINO-A-LIVE in 恐竜博物館 
～蘇ったフクイの恐竜たち」￥  
2月10日（木）～13日（日）10時30分～、12時～、14時30分～、16時～
会場内を歩き回る３体の恐竜のリ
アルな動きと研究員の解説映像を
組み合わせた、ここでしか味わえ
ない体験と学びを提供するライブ
ショーを開催します。
所県立恐竜博物館3階  特別展示室 

（勝山市村岡町寺尾）
定各回136名
料大人（13歳以上）1800円、子ども（4～12歳）1200円
他イープラスでチケット販売中
※当日券も若干数販売します。

海浜自然センター  

三方五湖自然教室 バードウォッチング  
冬三方湖オジロワシとハクチョウ探鳥会 申 ￥
2月6日（日）9時～11時30分
冬に三方湖周辺にやってくるオジロワシ、ハ
クチョウを観察します。双眼鏡などの使い
方は講師が丁寧に教えますので初心者の方
も安心して参加できます。
定先着24名（小学生以下保護者同伴）
受 1月26日（水）まで　料 100円/名
他当日は里山里海湖研究所自然観察棟に集合

所若狭町世久見18－2
問☎0770-46-1101　FAX46-9000
開 9時～17時（入館は16時30分まで）
休 11月17日（水）以降休館
開館予定は2月末日（詳細は1月下旬にホーム
ページ等でお知らせします。）

すこやかシルバー病院  

一般研修「認知症の進行段階別症状と対応」 申
2月18日（金）13時30分～15時
認知症の進行に伴う症状の変化、対応等に
ついて説明します。
定先着20名
他完全予約、座席指定、体調不良・体温37.5℃

以上の方は入場不可

一般研修「認知症に関する制度と
専門病院受診方法」 申
2月24日（木）13時30分～15時
介護保険制度、認知症専門病院受診等につ
いて説明します。
定先着20名
他完全予約、座席指定、体調不良・体温37.5℃

以上の方は入場不可
所福井市島寺町93-6 
問☎0776-98-2700　FAX98-2793

所坂井市丸岡町楽間15
問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開 9時～16時30分
休 1月24、31日、2月7、14、21、28日

所福井市文京3-16-1
問☎0776-25-0452　FAX25-0459
開 9時～17時（入館は16時30分まで）
料 常設展100円（高校生以下、70歳以上、障が

い者手帳をお持ちの方とその介助者は無料）
休 1月31日、2月7、14、21、28日

県立美術館  

東西日本画、美の競演
2月20日（日）まで
近代日本画
壇の両雄で
ある東京画
壇と京都画
壇 。その 流
れを東京の横山大観や京都の竹内栖鳳な
ど、いずれ劣らぬ巨匠たちの作品で紹介し
ます。

おもてなし花壇デザインWEB投票 
北陸新幹線福井・敦賀開業時期にあわせ、
新幹線県内４駅周辺に設置する花壇のデザ
イン(４点)を決定するため、WEB投票を実
施します。
投票期限：2月28日（月）まで
投票はこちらから
福井県森づくり課  花壇デザイン  

地域
の情
報を

ピック
アップ

！

敦賀市

福井ライフ・アカデミー講座 申  
ふるさと未来講座「経済・産業」 
SDGsと企業経営「良い会社」と 

「良い地域社会」をつくるSDGsとは
2月19日（土）14時～15時30分
講師：日刊工業新聞社  編集局  松木  喬  氏 

（オンラインによる講演）
所ユー・アイふくい（福井市下六条町）
定先着60名
受 2月18日（金）まで
詳しくは まなびぃネットふくい

健康習慣は新年から！ 
「家族みんなで健康チャレンジ」  
参加者募集中!! 
県では、習慣化アプリ「みんチャレ」を活用
したフレイル予防の実証実験を行っていま
す。家族一緒に健康チャレンジに取り組ん
でくれる方を募集しています。
募集期間：令和4年1月31日（月）まで

問未来戦略課
☎0776-20-0258　FAX20-0623

問森づくり課
☎0776-20-0442　FAX20-0655

問福井ライフ・アカデミー本部
☎0776-41-4206　FAX41-4201

問「DINO-A-LIVE in 恐竜博物館」実行委員会
☎0776-20-0227　FAX20-0513

問ふくいの農ある風景フォトコンテスト実行委員会
☎0776-20-0453　FAX20-0656

県内初！日本百名月に
氣比神宮が登録

敦賀市の氣比神宮が、令和3年10月15日に「日本百名
月」の登録地に選ばれました。
「日本百名月」は日本の名月の観光資源化のため、（一
社）夜景観光コンベンション・ビューローなどが認定す

るものです。
氣比神宮は建立から
1300年以上の歴史
をもち、高さ約11メー
トルの大鳥居は「日本
三大木造鳥居」の一つ
で、国の重要文化財に指定されています。
氣比神宮は俳人・松尾芭蕉ゆかりの地でもあり、芭蕉が「奥
の細道」の道中に敦賀を訪れた際、「月清し遊行のもてる砂
の上」と詠んだ、などのエピソードが残されています。

日本百名月公式サイト
はこちらから↓

氣比神宮にある松尾芭蕉像

氣比神宮と名
月
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