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福井県ジュニア司書養成講座 申
8月5日（金）～7日（日）9時30分～①（小学生の部）②（小・中学生の部） 
8月14日（日）、21日（日）9時20分～③（中学生の部）
司書の仕事や図書館の活用方法、調べものをするための知識や技
術を学びます。
対小学4～6年生、中学生　定各回先着15名
所①③県立図書館（福井市下馬町） 

②若狭図書学習センター（小浜市南川町）
受申込フォームで受付

白川文字学ゼミ講座「十二支の縁起と漢字」 申
8月20日（土）10時30分～12時
十二支の成立過程や漢字の意味、十二支の循環や丙午・庚申信仰
についてお話しします。
定先着30名　受8月18日（木）まで
所県立図書館多目的ホール（福井市下馬町）

成海緑地スケートパーク＆３×３コート 申  
新規オープン記念イベント
8月7日（日）　※雨天延期
プロボーダーによるデモンストレーション走行の披露やスケート
ボード、３×３（３人制バスケットボール）体験教室を開催します。
○デモンストレーション 
　10時～、13時～
○初心者向けスケートボード教室 
　開11時～、14時～ 
　定各回先着20名（事前申込） 
　受詳細はこちら（申込フォームで受付）  ➡︎
○３×３体験スクール 
　開11時～、12時～ 
　定各回先着20名（事前申込） 
　受詳細はこちら（申込フォームで受付）  ➡︎

問生涯学習・文化財課　☎0776-20-0559　FAX20-0672
所こども家族館屋外広場（おおい町成海）
問地域福祉課　☎0776-20-0326　FAX20-0637

問公益社団法人ふくい・くらしの研究所
☎0776-52-0626　 FAX 52-0660

消費生活夏休み親子講座 申
8月5日（金）10時～11時30分、13時30分～15時
マイクロスコープを使って身近なものを拡大観察しま
す。また、消費者トラブルを防ぐための知識を学びます。
対県内小学生とその保護者  定各回先着8組
受8月3日（水）まで
所県消費生活センター（福井市手寄）

くらしの基本セミナー 申
9月5日～11月7日　10時～12時（毎週月曜日：10回連続講座）
身近で話題性の高い消費生活の問題について
専門知識を学びます。
定先着20名　受8月31日（水）まで
所福井県民生協本部センター（福井市開発）

福井城セミナー 
「未来を描こう、県民の城」 申

8月21日（日）13時～15時
福井城と県都のまちづくりに関する連続セ
ミナーを開催します。
第１回講師：國學院大學教授、
東京大学名誉教授　西村幸夫　氏

（できる限り公共交通機関をご利用の上、
お越しください。）
定先着100名　受8月17日(水)まで
所福井県国際交流会館 3階特別会議室
（福井市宝永）

申込み方法など詳しくは福井城セミナー

問交通まちづくり課
☎0776-20-0724　FAX20-0729

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

ふるさと未来講座「芸術・文化」 
「新時代の和装 ～グローバルな時代
にふさわしい着物スタイル～」 申
7月30日（土）14時～15時30分
講師：一般社団法人MATOU 代表 
　　  着物文化講師　中野　裕子　氏
定先着60名　受7月29日（金）まで

夏休みこどもシアター 申
8月11日（木・祝）、13日（土） 
10時～11時40分、14時～15時40分
虫を題材にしたアニメなどを上映します。 
定各回先着60名　受8月10日（水）まで
所ユー・アイふくい（福井市下六条町）

HOROSSA！では、大野市内に広く分布する大昔の地層の岩石
を使って化石の発掘が体験できます。これまでに、サンゴ、アンモ
ナイト、植物、貝など多様な種類の化石が発見されています。
今年4月に、施設PRのために入口に福井にゆかりのある2体の恐
竜のモニュメントが新設されました。10月23日（日）には2017年
の開館から５周年を記念した事業を開催する予定です。
化石発掘体験に必要なゴーグル、ハンマー、軍手はセンターで用
意（無料）されているので、手ぶらでOKです！

所  大野市角野14-3（九頭竜国民休養地内）
問  ☎0779-78-2070
料  一般1020円 

 高校生820円 
 中学生以下510円 
 同伴人310円

地域の情報を

ピックアップ
！

恐竜モニュメントを新たに設置
大野市化石発掘体験センター
「ＨＯＲＯＳＳＡ！」

大野市

詳しくは
こちら

詳しくはこちら
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作ってみよう昆虫標本 申
8月6日（土）10時～15時
昆虫標本の意味と作成の目的を理解し、昆虫への興味や理解を
深め、昆虫採集のマナー、自然や生きものの大切さを学びます。
対小学校3年生以上（中学生以下は保護者同伴）
定先着30名　受8月4日（木）まで

天体望遠鏡を作ってみよう！ 申 ￥
8月7日（日）19時～21時30分
天体望遠鏡の仕組みを学びながら、自分だけの望遠鏡を作
り、天体観測の方法を学びます。
対小学校3年生以上の親子または一般（中学生以下は保護者同伴）
定先着20名　料3500円/名　受7月28日（木）まで　

ふくい星空写真展
8月31日（水）まで
県内で撮影した天体写真や星景写真を展示しています。普段は
見ることができない、美しい星々の写真をご覧いただけます。

浴衣で手踊りを楽しみましょう 申 ￥
8月7日（日）10時～12時

日本舞踊の師範に教えてもらい、子どもから大
人までみんなで手踊りを楽しみます。
特別講師：日本舞踊藤間流師範   藤間百之祐氏
定15名　料1500円/名※お抹茶、季節の干菓子付
他キャンセル料：3日前から100％、浴衣一式と
足袋または白ソックスを持参してください。

近世の福井を彩ったやきもの ￥
8月21日（日）まで
福井城跡など、近世の遺跡から発掘されたやきものと、兵庫県豊岡市
からの里帰り展示を含む同時代の越前焼をご覧いただけます。
料一般800円、高校生以下・70歳以上300円、未就学児無料

いにしえの陶工とあそぶ―桃山デザイン ￥
9月3日（土）～10月2日（日）
桃山時代のやきものに描かれたデザインをキーワードとし、京都と福
井、また、桃山陶器と現在の作家の作品交流を試みます。
料一般800円、高校生以下・70歳以上300円、未就学児無料

※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。

所大野市南六呂師169-11-2
問☎ 0779-67-1655   FAX 67-1656
開9時～17時（入館は16時30分まで）　休9月5、12、20、26日

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7月25日、8月1、8、15、22、29日、9月5、12、20、26日

自然保護センター 陶芸館・越前古窯博物館

定各回先着24名（完全予約座席指定）
他体調不良、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　FAX 97-5037

一般研修「脳を活性化させよう」 申
8月5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。
一般研修「認知症の基礎知識
と対応のポイント」 申
8月26日（金）13時30分～15時
認知症の原因疾患、症状、対応のヒントな
どについて説明します。
一般研修「認知症の方との 
コミュニケーション」 申
9月9日（金）13時30分～15時
認知症の方とのコミュニケーションのポイ
ントなどについて説明します。

すこやかシルバー病院
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夏の高血圧予防教室 申 ￥
8月28日（日）13時30分～15時10分
夏に血圧が上がる仕組みと対策を紹介します。
定先着20名　料500円/名　受8月23日（火）まで

こころとからだの健康講座  青空
ヨガ＆ポールウォーキング 申 ￥
9月25日（日）13時30分～15時30分
健康の森の芝生、ウォーキングコースで青
空ヨガやポールウォーキングを行います。雨
天時は屋内で体力測定、ヨガを行います。
定先着25名　料500円/名
受9月20日（火）12時まで
所福井市真栗町47-48
問☎ 0776-98-8000　 FAX 98-3502
開8時30分～17時
休 7月25、30、31日、8月6、７、11、14、15、20、21、

27、29日、9月3～5、11、17～19、23、24、26日

ふくい健康の森  県民健康センター

特別展「ふくいの御乗物」 ￥
8月31日（水）まで
江戸時代に使用された、将
軍級から庶民の乗り物ま
で越前・若狭の乗り物の実
物をそれぞれのエピソード
などを交えて紹介します。

料一般400円、大高生300円、小中学生・70歳以上200円
特別展記念講演「江戸時代の乗物
と駕籠～文化とデザインの話～」 申
8月6日(土) 14時～15時30分
講師：東北生活文化大学美術学部講師
         落合里麻氏
定80名

歴史博物館

所福井市大宮2-19-15
問☎ 0776-22-4675　FAX 22-4694
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休9月1～3、14、28日

所あわら市北潟153-227
問☎0776-79-1001　FAX79-1005

カヌーツーリング 申 ￥
9月25日（日）8時30分～12時30分
カヌー 経 験 者を
対象に、北潟湖を
縦 断 するカヌー
ツーリングを行い
ます。
対小学5年生から
一般まで 
定15名（抽選）
料 受詳細はこちら

芦原青年の家

古代文字をパッチワークで作ろう 申
8月28日（日）9時30分～12時
古代文字をモチーフにしたキルト作品をつくります。
定先着10組
対小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
受7月28日（木）から（申込フォームで受付）

子ども室特集コーナー 
「本とであう夏」「夏休み宿題おたすけ本」

8月28日（日）まで
小学生向けに、楽しい読み物や夏休みの宿題の参考となるような本を 
特集します。

一般特集コーナー「夏にイッキ読み！受賞作品特集」
8月31日（水）まで
芥川賞・直木賞などの文学賞やノンフィクションの受賞作を特集します。

みんなで環境美化！ 
海域公園クリーンアップ 申 ￥
9月4日（日) 9時～12時　荒天中止
陸上および海中でのクリーンアッ
プを行います。陸上では海岸に流
れつく海ゴミの種類や量について、
海中では海に沈んでいる海ゴミの
種類や量について知ることができ
ます。
対陸上：どなたでも（小学生以下保

護者同伴参加） 
海中：高校就学年齢以上でスノーケリング経験者

定陸上：先着20名、海中：先着12名
料100円/名

所福井市下馬町51-11
問☎0776-33-8860　FAX33-8861
開9時～19時（土日祝、8月22日までの月曜、8月12日（金）は18時まで）
休8月25、29日、9月5、12、20、22、26日

所若狭町世久見18-2
問☎0770-46-1101　FAX 46-9000
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休9月5、12、20、26日

県立図書館

所小浜市遠敷2-104
問☎0770-56-0525　FAX56-4510
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休7月25～29日、8月29～31日、9月12、26日

美術展「肉筆浮世絵にみる四季の
愉しみーお茶道具を添えてー」 ￥
7月30日（土）～8月28日（日）
熊本県立美術館所蔵今西コレクションか
ら、葛飾北斎「鍾

しょうき   ず  

馗図」や河
かわなべきょうさい

鍋暁斎「牛若丸
図」などの肉筆浮世絵や室町時代の瀬戸
焼鶴

つるくびちゃいれ

首茶入といった茶道具を中心に紹介
します。
料一般600円、高校生300円、小中学生
200円
※常設展も見学可

若狭歴史博物館

エコチャレふくい
県 で は 季 節 ご と に
テーマを決めて、地球
温暖化防止に向けた
省エネの挑戦＝エコ
チャレの投稿を募集
しています。

募集期間：令和5年3月31日（金）まで

夏のテーマは「暑い夏を省エネで乗り
切るためのエコチャレ実践！」です。
みなさんの挑戦、お待ちしています。

詳しくは エコチャレふくい

問環境政策課
☎0776-20-0302　 FAX20-0734

所福井市下馬町51-11（県立図書館内）
問☎0776-33-8890　FAX33-8891
開9時～17時
休8月25、29日、9月5、12、20、22、26日

学制150年企画展「地味にすご
い!? 明治時代の学びと学校」

8月24日（水）まで
150年前に県内で発
行された教科書や賞
状、写真などから、明
治時代の学びについ
てわかりやすく紹介
します。昔のすごろ
くを体験できるコー
ナーもあります。

文書館

エンゼルランドふくい

所坂井市春江町東太郎丸３-１
問☎ 0776-51-8000　FAX 51-6666

夏の企画展「チコちゃんの諸国漫遊～北陸編 
エンゼルランドふくいにやってきたよの巻～ 」
9月4日（日）まで　9時30分～16時30分

NHKの人気番組「チコ
ちゃんに叱られる!」で
おなじみの縁側セット
再現コーナーや福井県
や宇宙・科学にちなん
だ疑問と答えの紹介の
ほか、チコちゃん関連の
イベントも多数開催し
ます。

※混雑時には入館制限を行う場合があり
ます。

学制１５０年記念企画展 
「学校１５０年物語」

8月2日（火）～ 
令和5年1月29日（日）
学校制度が始まった学
制発布から現在に至る
150年の学校と子どもた
ちの姿を、主に県内学校
の写真や資料で物語風
にたどります。

所坂井市春江町江留上緑8-1
問☎0776-58-2250　FAX58-2251
開9時～17時（入館は16時30分まで）
※8月2日（火）9時30分開館。8月12（金）、13日（土）

20時まで開館延長（入館は19時30分まで）
休 7月25日～8月1、8、22、29日、9月5、12、20、26日

教育博物館

特別企画展 “創造する広告⇔アート
⇔新しい光”戸田正寿の世界 ￥
8月 31日（水）まで

福 井 県 出 身 の
日本を代表する
ア ートディレク
ター 戸 田 正 寿 。
一時代を築いた
戸田氏の広告作
品群を一堂に披

露し、戸田正寿の世界観に迫ります。
料一般1200円、高校生800円、小中学生500円

ⓒSEIJU TODA

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）
休9月1～14、20、25～29日

美術館

海浜自然センター
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所おおい町成海1-1-1
問☎0770-77-3211　FAX 77-3255
開 9時30分～17時※7月21日～8月31日は9時30分～18時
休9月5、12、20、26日

あっと・ザ・サイエンス
8月7日（日）10時～15時
足や手で動かす発電機を使って、人力発
電に挑戦できます。

ミニ新幹線乗車体験
8月20日（土）、21日（日）10時～15時
北陸新幹線の乗車体験やはぴりゅうグッズ
が当たる新幹線クイズラリーができます。

お化け屋敷
8月27日（土）、28日（日） 
10時～11時30分、13時30分～16時
夏の風物詩「お化け屋敷」が体験できます。

こども家族館

所坂井市丸岡町楽間15
問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開9時～16時30分

緑の教室「植物標本の名前を調べよう」 申
8月15日(月)、16日(火)、17日(水) 9時～12時
植物の名前を専門家と一緒に調べます
(下調べした標本が対象)。
対小中学生(保護者同伴)　定各日先着20組
受7月26日(火)8時30分から※電話で受付

ビオラの花の種まきセット 
プレゼント！ 申
ビオラの花の種まきセットをプ
レゼントします。希望者は電話
でお問い合わせください。
定先着70名　受7月25日（月）8時30分から
他配付日は別途通知します。

総合グリーンセンター
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