
道草ウォーキング 申
11月19日（土）10時～11時30分

紅葉で彩られた園内を専門家
の案内を聴きながらウォーキン
グします。
定先着20組
受11月1日（火）8時30分から 
　電話で受付

親子で花の寄せ植えづくり 申 ￥
12月18日（日）10時～11時

クリスマスに向けた花の寄せ植
えを作ります。
対小中学生とその保護者 
定先着10組
料500円/組 
受11月15日（火）8時30分から 
　電話で受付

秋期企画展「ジャクエツ・コレクショ
ンの現代陶芸」 ￥
令和5年1月9日（月・祝）まで
敦賀の企業ジャクエツが県立美術館に寄贈した現
代陶芸コレクションを展示します。
料一般800円、高校生以下・70歳以上300円、 
　未就学児無料

西日本最大  越前焼「四千色の陶あかり」 ￥
10月29日（土）～令和5年1月29日（日）の土日祝 
17時～20時（入場は19時30分まで）

4000個の手作り陶あかりが日本庭園
を色鮮やかに染め上げます。幻想的な
光の空間をお楽しみください。
料一般800円、高校生以下400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。また、定員がある催しは、すでに募集を終了してい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。

所坂井市丸岡町楽間15　問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開9時～16時30分　休10月24、31日、11月7、14、21、28日

FukuiInfo.ふくい
の

暮らし
を

より豊
かにインフォ
ふくい

所越前町小曽原120-61　問☎0778-32-2174　FAX 32-2279
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休10月24、31日、11月4、7、14、21、24、28日

総合グリーンセンター 陶芸館・越前古窯博物館

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 10月24、27、31日、11月4、7、14、17、

21、24、28日

子ども室特集コーナー「なりた
い！知りたい！いろんな仕事」

「行ってみたい！宇宙」
11月16日（水）まで
仕事をテーマにした絵本や知識の本と、宇
宙をテーマにした知識の本を特集します。

ティーンズコーナー「お仕事小説!」
11月27日（日）まで
仕事や会社などをテーマや舞台とした小
説を特集します。

県立図書館

デジタルブック上で をタップすると
簡単に関連するホームページにリンクします。
デジタルブックの詳細はこちらから →

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

福井をキリトル旅土産 
「キリトリップ」パワーアップ 
して販売開始！
県内各地のお土産を小分けサイズにし、
パッケージ内面に観光情報を詰め込んだ

『映える』お土産「キリトリップ」。商品ラ
インナップや販売店舗を拡大し、さらにパ
ワーアップ！ぜひ手にとってみてください。

問（公社）福井県観光連盟
☎0776-23-3677　FAX23-3715

特別展「中世若狭の『まち』」 ￥
11月6日（日）まで

中世後期（室町・戦
国時代）にスポット
を当て、嶺南地域の
中世 都 市の成 立や
発 展の過 程を古 文
書や古地図から紹介
します。
料一般400円 
　高校生300円 
　小中学生200円

所小浜市遠敷2丁目104
問☎0770-56-0525　FAX56-4510
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休10月24日、11月7～9、14、28日

若狭歴史博物館

問交通まちづくり課
☎0776-20-0724　FAX20-0729

第3回福井城セミナー 
「未来を描こう、県民の城」 申

11月12日（土）10時～11時20分
福井城に関するセミナーを開催します。セ
ミナー後は、講師の方と一緒にまち歩きツ
アーを行います。
講師：城郭ライター・編集者 萩原さちこ氏
定先着100名 

※まち歩きは20名（抽選）
受11月9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）

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）
休11月9、28～30日

特別展「百貨店の近代」 ￥
11月27日（日）まで
日本と福井の百貨店の歴史を
ふり返り、百貨店と人々とのつ
ながりの歴史を考えます。
料一般400円、大学・高校生

300円、小中学生・70歳以上200円
トークイベント「昭和モダンの
光と影～だるま屋少女歌劇と

『遠の眠りの』の世界～」 申
11月5日（土）14時～15時30分
講師：近畿大学文芸学部准教授 谷崎由依氏
定80名

歴史博物館

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　FAX97-5037

一般研修「高齢者の口腔ケア」 申
11月4日（金）13時30分～15時
口腔の機能、歯周病などについて説明します。

一般研修「脳を活性化させよう」 申
11月11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
対応ポイント」 申
11月25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。

すこやかシルバー病院

所福井市真栗町47-48
問☎0776-98-8000　FAX98-3502
開8時30分～17時
休10月24、29、30日、11月3 、5～7、13、

19、20、23、26、28日

Let'sクッキング教室 申 ￥
11月12日（土）13時30分～15時30分
親子で栄養満点なさつま芋のおやつを作
りましょう。
対親子ペア（小学生以上）　定先着8組
受11月9日（水）まで　料1000円/組

健康講座「糖尿病は万病の元～ 
腎臓病、動脈硬化、がん、認知症～」
11月12日（土）15時～16時
健康づくりに関する旬な話題や正しい情
報をお話しします。

ふくい健康の森  県民健康センター

ふくい農林水産  まるごと 
フェスタ
11月12日（土）、13日（日）10時～16時
福井の農林水産物や加工品が大集合す
るイベントを開催します。越前がにや若
狭牛、そばなど福井のおいしい旬の味覚
が味わえるほか、ステージイベント、体験
コーナーなど盛りだく
さんです。
13日（日）には、第16回
全国高校生食育王選手
権大会を開催します。
所福井県産業会館（福井市下六条町）
問流通販売課
☎0776-20-0417　FAX20-0649

自然保護センター

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 10月24、31日、11月7、14～18、21、

24、28日

特別観望会 
「皆既月食と天王星食」

11月8日（火）18時～21時30分
今世紀最後の皆既月食と天王星食を同時
に観察できる貴
重な日に、双眼鏡
や望遠鏡を使っ
て天文現象を観
察します。
他中学生以下は 

保護者同伴

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ふるさと未来講座「現代社会」 申
「シビックテックによるテクノロジー
が創る新しい市民社会の構築」
11月19日（土）14時～15時30分
シビックテックをテーマにした講演会です

（オンラインによる講演）。
講師： アイパブリッシング株式会社 
       代表取締役  福島健一郎氏

定先着60名
受11月14日（月）まで
問福井ライフ・アカデミー本部
☎0776-41-4206　FAX41-4201

園芸LABOの丘

所美浜町久々子35-32-1
問☎0770-47-6162　FAX47-6163
開9時30分～17時
休10月24、31日、11月7、14、21、28日

秋フェスタ2022
11月6日（日）10時～15時
トマトや秋野菜
の 収 穫 体 験 の
ほか、花の寄せ
植 え 、フラワー
ボ ー ル づくり、
クッキーづくり、
コスモス摘みと
りなど、秋ならで
はの体験ができるイベントを開催します。
花苗がもらえるクイズラリーにも挑戦しま
しょう！

おおい町うみんぴあエリアに「みんなでつくる公園」をコンセプトにした複合商業施設
「SEE SEA PARK」がオープンしました。
おおい町で新たにお店を始めたい方向けのチャレンジショップエリアや町の豊かな食材
を生かしたカフェエリア、海と山を最大限に楽しんでいただけるアウトドアストアエリア
など魅力あふれる施設となっております。

地域の情報を

ピックアップ
！

複合商業施設
S

シー

EE S
シー

EA P
パーク

ARK オープン！
おおい町

所  おおい町成海1-8-5
問  SEE SEA PARK　☎0770-77-4489
開  10時～22時（各店舗により営業時間は異なります）
休  水曜日（12月31日、1月1日を除く）

詳しくは
こちら

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　FAX51-6666
開9時30分～17時
休10月24、31日、11月4、7、14、21、24、28日

コミュラボ・コラボ【講演】「海底下 
の生命を研究するということ」 ￥
11月20日（日）11時～11時30分

科 学 掘 削 船での
生 活 や研 究 者 の
お仕事についてお
話しします。
講師：諸野祐樹氏 

（国立研究開発法
人 海洋研究開発
機構）

定30名(展示エリア2階からの立ち見も可能)
料大人100円（展示エリア入場料）

ⓒJAMSTEC

詳しくはこちら
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