
※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  

さくら染めの春のストール ￥
4月2日（土）9時30分～、13時～
陶芸公園の桜の枝でやわらかいシルクストール

（30cm×130cm）を草木染めします。春らしい
淡いピンクベージュの色味が楽しめます。
定各回10名 ※事前予約優先
料 3000円（お抹茶と春の生菓子付）※キャンセル料　3日前から100％
他持ち物　ゴム手袋、汚れてもよい服装

しだれ桜のもとでアフタヌーンティー ￥
4月3日（日）11時～、14時～
古民家の一本桜を眺めながら、越前焼の春の小
皿に盛り付けられた、和洋菓子や軽食など「春の
5種セット」をお抹茶やコーヒーなどの飲み物と
一緒に楽しめます。
定各回6組（1組3名まで） ※事前予約優先
料 2500円／名※キャンセル料　7日前から100％

県立図書館  

ビジネス支援コーナー「2021年ビジネス支援コーナー
で貸出の多かった本」
4月10日（日）まで
ビジネス支援コーナーの本の中で、2021年の1年間に貸出の多
かった本を特集します。

白川文字学の室ポスター展示 
「旅立ちの日に～旅にまつわる漢字～」

4月10日（日）まで
「旅」にまつわる漢字が白川文字学でどのように解
釈されているかをポスター展示で紹介します。

ティーンズコーナー「科学道100冊」
4月17日（日）まで
本を通じて科学の面白さや素晴らしさなどを届ける、理化学研究所
と編集工学研究所の共同プロジェクト「科学道100冊」の中から、県
立図書館所蔵本を特集します。

すこやかシルバー病院  

一般研修「脳を活性化させよう」 申
4月8日（金）13時30分～14時20分
心と体を元気にする活動を実演します。
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
4月14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

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 3月28日、4月4、11、18、25日

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 3月28日、4月4、11～15、18、25日

県外医学生等を対象とした奨学金
（返還免除規定あり）の貸与希望
者を募集します。 
対象：福井県出身の県外
大学医学部5年、6年生。
または、福井県出身の県
外医療機関で臨床研修
医1年目の方。
貸 与 額：約 2 3 0 万 円 を 
2年間（総額約460万円）
応募期限：４月28日(木)まで(予定)
詳しくはお問い合わせください。

第10回越前陶芸村しだれ桜まつり 
4月9日（土）10時～17時／ナイトイベント17時～20時 
4月10日（日）10時～16時
3年ぶりに越前陶芸村の大
クラフト市を開催！約140
のブースが出展し、丁寧に
作られた手仕事の逸品や
美味しいグルメが集まりま
す。9日(土)には夜桜の中
でスカイランタンの打ち上げを行い、幻想的な光景をお楽しみいただけます。
所越前陶芸村（越前町小曽原） 

自然保護センター  

自然観察の森の生きものたち
4月22日（金）～6月26日（日）
センター周辺の自然観察の森で見ることのできる
植物、昆虫、鳥・哺乳類等の標本・剥製・生体展示
等の他、自然観察の森の見どころ紹介をします。

「ふくい星空写真展2022」の天体・
星景写真を大募集
今年度は、福井市自然史博物館との共同開催
です。奮ってご応募下さい。
詳しくはホームページで
福井県自然保護センター

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 3月28日、4月4、11、18、25日

スタンプ購入は
こちらから

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 3月28日、4月4、11、18、25日

海浜自然センター  

春の砂浜で生きものを探してみよう ￥
4月10日（日）9時～12時（雨天中止）
砂浜の生きものを小型の地引網やタモ網で
採集して観察します。
定先着16名（小学生以下保護者同伴）
料 100円/名

海の森のかくれんぼ名人たちを探してみよう ￥
4月17日（日）9時30分～12時（雨天中止）
春の海に豊かに茂る海藻の中には、小さな魚やエ
ビ、変わった生きものたちがたくさん隠れていま
す。タモ網で小さな生きものをすくって観察します。
対小学生以上（小学生保護者同伴）
定先着20名　料 100円/名

ゆうあいシアター「サクラサク」 申  
4月22日（金） 
14時～15時55分、19時～20時55分
4月23日（土） 
10時～11時55分、14時～15時55分
田中光敏監督作品「サクラサク」（2014年制
作）をお送りします。この作品は、さだまさし
自身の父親の思い出を下書きに描かれた物
語。福井県の美しい自然をはじめとするオー
ルロケの“家族のロードムービー”です。

地域
の情
報を

ピック
アップ

！

小浜市

所ユー・アイふくい（福井市下六条町）
定各回先着60名
受 4月21日（木）まで
問福井ライフ・アカデミー本部
☎ 0776-41-4206　FAX 41-4201

問越前陶芸村しだれ桜まつり実行委員会（福井県陶芸館）
☎0778-32-2174　FAX 32-2279

所うみんぴあ大飯 成海緑地 
（おおい町成海） 
問地域福祉課　☎0776-20-0326　FAX20-0637

問地域医療課
☎0776-20-0345　FAX20-0642

コウノ
トリのLINEスタンプ販売中!

小浜市国富地区で57年ぶりに、特別天然記念物コウノトリのひなが誕生。
小浜第二中学校の生徒が、小浜市活性化案を探る探究学習の一環として、
このコウノトリをイメージしたLINEスタンプ「おもしろかわいいスタンプ！
小浜コウノトリ」を作成しました。愛らしいキャラクターが多種多様な一言
をつぶやいています。
売り上げの全額は小浜市国富地区の「コウノトリの郷づくり推進会」に寄付
されます。

園芸LABOの丘  

３色のコギクの苗を作ろう 申 ￥
4月29日（金・祝）10時～11時
夏に咲く赤、白、黄
の３色のコギクの
挿し苗（30本）を
作ります。
定先着15名
受開催日の１週間

前まで
料 800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 3月28日、4月4、11、18、25日

全24種
120円

福井城址に行こう!!  春まつり 
4月3日（日）10時～16時
天守台茶屋、
福 の 井 水 汲
み体験、越前
和紙の墨流し
体験、お堀で
のボート体験
などを楽しめ
ます。
料墨流し体験500円/名、ボート体験500円/名 

※雨天中止の場合あり

所福井城址（福井市大手） 
問交通まちづくり課
☎ 0776-20-0724　FAX 20-0729

成海緑地スケートパーク＆3×3バスケット
コートがオープンします
4月9日（土）12時～
おおい町のこども家族館に隣接
する緑地公園に、嶺南初の公設ス
ケートパークと３×３（３人制バス
ケットボール）コートがオープンし
ます。
人気のストリートスポーツを気軽
に楽しむことができます。

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～」
5月10日（火）まで
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。

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 4月13、27日

ふるさと文学館  

福井の絶景を 
描いた文学
6月22日（水）まで
足羽川桜並木や東尋
坊など、福井の絶景
が登場する文学を紹
介します。

加古里子没後４年展
4月16日（土）～6月22日（水）
福井ゆかりの絵本作家、加古里子の絵本や
複製原画を、数点ずつ紹介します。

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 3月28日、4月4、11、12、13、14、15、18、25日
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