
※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 
　関連するホームページにリンクします。申  事前申込みが必要な催し 　￥  有料の催し 　所  場所・会場 　対  対象者 　定  定員 　料  料金 　受  受付期間・方法 　他  その他 　問  問合せ・申込先 　休  休館日

陶芸館・越前古窯博物館  

親子ではじめてのお抹茶体験 ￥
3月6日（日）11時～、14時～
お茶のたて方、お菓子やお茶のいただき方を学
び、親子でそれぞれ相手のためにお抹茶をたて
てみましょう。
対中学生までの子どもとその保護者
定各回親子ペア10組 ※事前予約優先
料 1500円（お抹茶生菓子付2名分・雛菓子付き）

多肉植物のうつわを作ろう ￥
3月6日（日）10時～、14時～
自分で作った越前焼の器に、多肉植物の寄せ植
えをする2回シリーズ。1回目は越前焼の粘土で
自分の好きな形を作ります。2回目の寄せ植え
は5月15日（日）開催予定（別途2000円）。
定各回10組（1組3名まで）　料 1800円／名

こども家族館  

絵本×大道芸ライブ
3月20日（日）13時～14時
大道芸人のオマールえび
さんによる、エキサイティ
ングな大道芸とダイナミッ
クな絵本の読み聞かせを
組み合わせたパフォーマ
ンスを行います。
定先着60名

バーベットくんの知育マジックショー
3月21日（月・祝）13時30分～14時30分
日本唯一のキッズショー専門マジシャンによるマジック
ショーを行います。
定先着60名

県立図書館  

第3回高校生オンライン読書会 申
3月13日（日）10時～11時
高校生同士でおすすめの本や課題本につい
て意見交換を行う読書会をオンライン形式
で開催します。
対県内高校生　定先着10名
受ホームページの申込フォームにて申し込み

一般特集コーナー「うきうき新生活」
3月2日（水）～5月5日（木・祝）
新生活が始まる時期に合わせ、参考となる
本を特集します。

所福井市下馬町51-11
問☎0776-33-8860　FAX33-8861
開 9時～19時（土日祝は18時まで）
休 2月28日、3月7、14、22、24、28日

すこやかシルバー病院  

一般研修「認知症を予防するための基礎知識」 申
3月10日（木）13時30分～15時
認知症の危険因子や脳を元気にする食事な
ど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「認知症高齢者の排泄援助」 申
3月11日（金）13時30分～15時
認知症高齢者の排泄時の介護ポイントなど
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

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 2月28日、3月7、14、22、28日

所おおい町成海1-1-1
問☎0770-77-3211　FAX77-3255
開 9時30分～17時   　休 2月28日、3月7、14、22、28日

総合グリーンセンター  

桜ライトアップ
3月18日（金）～5月8日（日）日没～21時
約30種の桜が次々と開花する桜見本園をラ
イトアップします。

オンライン里親制度説明会 申  
3月13日（日）13時～14時30分
オンライン（Zoom）で里親制度について
説明します。県内の里親の養育体験を聞
くことができるほか、里親制度などについ
ての 質 問に
お 答 えしま
す。
受 3月9日

（水）まで

県の広報を見て当てよう！ 
はぴりゅうが若狭牛をお届けキャンペーン！ 申  
2月の県の広報番組、CM、広報誌、SNSを見て、各媒体で発表される
5文字を集めてキーワードを応募すると、抽選で3名に若狭牛1万円分
をプレゼント！はぴりゅうがご自宅までプレゼントをお届けします！

北陸新幹線福井・敦賀開業 
PRキャッチコピー・ロゴマークをご活用ください 
北陸新幹線福井・敦賀開業に向け、県内外へ統一感のある効果
的な情報発信を行うため、PRキャッチコピー・ロゴマーク「地味
にすごい、福井」を制作しました。
どなたでもキャッチコピ ー・ロゴ
マークおよびロゴアニメーション動
画をご使用いただけます。土産品や
名刺、ポスターなど、自由にご活用く
ださい。
詳しくは 地味にすごい、福井

恐竜博物館  

博物館自然教室「貝を観察しようⅢ
～淡水・汽水編～」 申
3月13日（日）14時～16時
私たちがよく目にするシジミやアサリといっ
た貝類はどのような特徴を持っているので
しょうか？川（淡水）と川と海水が混ざる場所

（汽水）に生息する貝類の特徴について、殻
を実際に触りながら観察します。
対小学生とその保護者
定先着30名
受ホームページにて申し込み

所勝山市村岡町寺尾51-11
問☎0779-88-0001　FAX88-8700
開 9時～17時（入館は16時30分まで）
料 常設展730円（小中生260円、高大生420円）
休 3月9日★入館には事前予約が必要です

自然保護センター  

星のある風景写真（星空写真）を撮ろう 申
第1回  3月12日（土）10時～12時 
第2回  3月25日（金）19時～21時
デジタル一眼レフカメラを用いて星のある
風景写真を撮影する方法を学ぶ講座を2回
シリーズで開催します。
所 第1回 福井市自然史博物館（福井市足羽上町） 

第2回 自然保護センター（大野市南六呂師）
対小学4年生以上、デジタル一眼レフカメラを

お持ちで、各種設定操作ができる方
定先着30名　受 3月6日（日）まで
他中学生以下は保護者同伴 

2回参加できる方優先 

所大野市南六呂師169-11-2
問☎0779-67-1655　FAX67-1656
休 2月28日、3月7、14、22、28日

所坂井市丸岡町楽間15
問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開 9時～16時30分
休 2月28日、3月7、14、22、28日

所福井市大宮2-19-15
問☎0776-22-4675　FAX22-4694
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歳以上無料）
休 3月23日

歴史博物館  

企画展「戦国越前の謎を解く 
～真柄十郎左衛門の正体など～」
3月12日（土）～5月10日（火）
戦国一の豪傑として全国的にも名高い真柄
十郎左衛門に関する新発見資料「真柄氏家
記覚書」を初公開するとともに、姉川合戦図
屏風など、真柄氏に関
する資料を展示し、真
柄十郎左衛門の正体
や真柄一族・真柄大
太刀の謎に迫ります。

「サキドリ！新一乗谷博物館」  
トークライブ 申
①3月12日（土）、②20日（日）14時～15時30分
一乗谷朝倉氏遺跡の
価値や魅力を楽しく知
り、体験できるトークラ
イブを開催します。12
日は「歴史大好き芸人・
房 野 史 典の笑って学
べる戦国時代」、20日は

「戦国学芸員トリオと謎解き！」を開催します。
所ハピリン2階しあわせ広場（福井市中央）
定先着30名
受①3月10日（木）12時まで 

②3月17日（木）12時まで

地域
の情
報を

ピック
アップ

！

越前町

問ふくい城巡りプロジェクト実行委員会
☎0776-50-2931　

受 3月4日（金）まで
詳しくは 福井県広報広聴課
問広報広聴課　☎0776-20-0220　FAX20-0621問新幹線開業課

☎0776-20-0546　FAX20-0381

問福井県家庭養護推進ネットワーク
☎0776-50-3672　FAX50-3673

「越前がにバス」で

 越前町に行こう！

越前町では、町を代表する冬の味覚「越前がに」と、町
の花「越前水仙」をラッピングした「越前がにバス」を
運行中。 JR福井駅と道の駅「越前」を結んでいます。
車内にはフリーWi-Fiを搭載。移動時間も、町の観光
情報や動画をお楽しみいただけますよ。

「越前がにバス」で「越前がに」を食べにぜひお越しく
ださい！

運　　賃：	大人	 1800円／片道
	 小学生以下	900円／片道
	 (座席を利用しない未就学児は無料）

運 行 日：令和4年3月27日（日）までの土日祝
運行時間：1日4便（2往復）運行

JR福井駅東口→道の駅「越前」（越前町厨）

10時50分発→11時50分着 16時15分発→17時30分着

道の駅「越前」（越前町厨）→JR福井駅東口

９時20分発→10時20分着 14時50分発→16時00分着
詳しくはこちら

〈予約窓口〉
インターネット：発車オーライネット  定期観光バス
TEL：バスチケットセンター 
         0778-21-5489（８時～18時）

〈問い合わせ先〉
越前町商工観光課  TEL：0778-34-8720

「NEWSふくい」の文字は…
○　○　い　○　○

ふるさと企業魅力発見  
キャリアフェア 申
3月7日（月）、8日（火）12時～17時
県内企業約280社による合同企業説明
会を開催します。
所サンドーム福井 
（越前市瓜生町）
対大学、短大、 

専修学校、 
高専の学生

受 3月6日（日）まで
※当日参加可能

問定住交流課
☎0776-20-0638　FAX20-0644
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