
ファミリー☆コンサート「レヴァンとクリスマス
☆おんがくのプレゼント」 ￥
12月24日(土)①11時～11時45分　②13時50分～14時35分

演奏者：TRIO LES VENTS（前川明音（ク
ラリネット）、三屋風（フルート）、加藤俊裕

（ピアノ））　
定 108名　 料一般520円、小中高生260
円、幼児100円　他12月18日(日)まで「チ
ケットぴあ」にて前売りチケット販売

※当日空きがある場合には、当館券売機にて当日券を販売します。

ハッピーコインをさがそう！！
12月24日(土)、25日(日) ①10時30分～
12時　②13時30分～15時30分 

（各回終了30分前に受付終了）
館内にかくされた”くつした”をさがし、コ
インをみつけてガラガラ抽選会に参加しま
しょう。※1日1人1回のみ

郷土資料コーナー企画展示「『若越郷土研究』と 
福井県郷土誌懇談会70年のあゆみ」
12月21日（水）まで
福井県郷土誌懇談会による郷土文化の研究などの活動をパネルで
紹介し、機関誌『若越郷土研究』をはじめとする刊行資料を特集しま
す。

白川文字学 はじめのいっぽ！講座（第4回） 
「干支の漢字  年賀状にえがこう」 申

12月4日（日）10時30分～11時30分
令和5年の干支（卯）の漢字につ
いて、白川文字学による成り立
ちの解釈について学びます。
定先着30名
受定員に達するまで

※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。

所坂井市春江町東太郎丸3-1　
問☎0776-51-8000　FAX51-6666　開9時30分～17時
休11月28日、12月5、12、19、28～31日

FukuiInfo.ふくい
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より豊
かにインフォ
ふくい

所福井市下馬町51-11
問☎0776-33-8860　FAX 33-8861
開9時～19時（土日祝は18時まで）
休11月28日、12月5、12、19、22、26、29～31日

エンゼルランドふくい 県立図書館

所坂井市丸岡町楽間15　
問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開9時～16時30分
休11月28日、12月5、12、19、26、28～31日

クリスマスリースづくり 申 ￥
12月10日（土）10時30分～12時
森で集めた材料を使って、クリスマスに
ぴったりのリースを作ります。
定先着20名　料500円/名
受11月22日（火）8時30分から電話で受付

親子で和凧づくり 申 ￥
12月25日（日）10時～
お正月に遊べる凧を手作りします。凧あげ
体験も行います。
対小中学生と保護者　定先着10組
料500円/組
受12月6日（火）8時30分から電話で受付

総合グリーンセンター

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

「トルコ刺しゅうのお花と陶の
ブレスレット」 申 ￥
12月11日(日) 10時～12時
所越前古窯博物館（越前町小曽原）

らせん 模 様 に紐 を編
み、ワンポイントに越前
焼の陶のパーツとトル
コ刺しゅうのお花を付
けてブレスレットを作
ります。

特別講師：針と糸  手しごと  itotte　砂原
かおり氏
定先着15名　料2300円/名※季節のお干
菓子・お抹茶付き　他事前予約優先、キャ
ンセル料は3日前から100％
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11月28日、12月5、12、19、26、28～31日

陶芸館・越前古窯博物館

所福井市城東１丁目18-21
問☎0776-21-1500　FAX 21-1501
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休11月28日、12月5、12、19、26、29～31日

プラコップでヘッドホンを 
つくろう！ 申 ￥
12月10日（土）①10時30分～12時00分 
②13時30分～15時00分

音の実験や音響機器の仕
組みの不思議について学
び、身近な道具を用いて
ヘッドホンをつくるワーク
ショップを実施します。
講師：これきワイワイズ「音

の達人」　市橋政信氏
対小中学生　定各回先着15名
料500円/名　受定員に達するまで

こども歴史文化館

福井ふるさと百景フォト 
コンテスト２０２２

福井ふるさと百景公式ア
カウントをフォローし、あ
なたのとっておきの、誰
かに教えたい福 井の風
景・景色・景観を、指定し
たハッシュタグとともに
Instagramで投稿してく
ださい。

期間：令和5年1月31日（火）まで
指定ハッシュタグ：「＃福井ふるさと百景
フォトコンテスト2022秋冬」「＃撮影場所

（「＃足羽山」など）」

問文化課
☎0776-20-0572　FAX20-0661

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11月28日、12月5、12、19、26、29～31日

正月を迎える花の寄せ植え 
教室 申 ￥
12月18日（日）13時30分～14時30分
正月を飾る花苗の寄せ植えを行います。
定先着20名
料2000円/名
受12月11日（日）まで

ふくい健康の森 県民健康センター

所福井市真栗町47-48
問☎0776-98-8000　FAX98-3502
開8時30分～17時
休11月28日、12月3～5、11、17、19、24、

25、29～31日

ヘルシー栄養教室  漬物編 申 ￥
12月10日（土）13時30分～15時30分 

（受付13時～）
旬の白菜や大根を使い、減塩で簡単にでき
る漬物の漬け方を紹介します。
定先着12名　料1000円/名
受12月6日（火）まで

健康講座「増え続ける心不全の
予防と治療」
12月10日（土）15時～16時
健康づくりに関する旬な話題、正しい情報
をお話します。

令和4年9月1日に敦賀駅西地区に
「TSURUGA POLT SQUARE
『 o t t a 』」がオープンしました。約
8000㎡の敷地内には芝生が広がる

「駅西広場公園」のほか、ホテルや飲食店、物販施
設、そして、敦賀市の公共施設である「TSURUGA 
BOOKS＆COMMONS『ちえなみき』」が整備され
ています。

「ちえなみき」には新刊本以外に絶
版本や古書、洋書など3万冊を超え
る書籍が並び、利用者を知の世界へ
誘います。店内にはミニセミナーやミーティングを行
うスペース、カフェスペースなど駅前の賑わい拠点
としての機能も整えています。

地域の情報を

ピックアップ
！

TSURUGA POLT SQUARE 
「otta」オープン！敦賀市

こども家族館

所おおい町成海1-1-1
問☎0770-77-3211　FAX 77-3255
開9時30分～17時
休11月28日、12月5、12、19、26、29～31日

みんなでクッキングスペシャル
「シカ肉のコテージパイ」 申 ￥

12月17日（土）、18日（日） 
10時30分～12時30分
シカ肉を使ってイギリスの家庭料理を作ります。
定先着6家族　料1700円/組　
受定員に達するまで

わいわいものづくりスペシャル
「魔法石ペンダント」 申 ￥

12月18日（日）10時30分～12時30分
ストーンペイントで魔法のアイテムを作ります。
定先着9家族　料300円/作品
受定員に達するまで

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「歴史」 
「由利公正の夢－由利公正に
とっての明治維新－」 申
12月9日（金）14時～15時30分
講師：青山学院大学経済学部教授  落合功氏
定先着100名　受12月8日（木）まで

冬休みこどもシアター 申
12月24日（土） ①10時30分～11時50分 
  ②14時～15時20分 
12月25日（日） ①10時30分～11時50分 
  ②14時～15時20分
寒い冬に心温まる作品を家族でお楽しみ
ください。
上映作品：「こぎつねのおくりもの」「山古志村
のマリと三匹の子犬」
定各回先着60名　受12月23日（金）まで
所ユー・アイふくい（福井市下六条町）

otta
ホームページ

ちえなみき
ホームページ

人権啓発フェスティバル 
2022オンライン
12月10日（土）まで
トランスジェンダー当事者であり、フェン
シング元女子日本代表の杉山文野氏によ
る講演会や男性の育児休業取得率100％
を誇る株式会社日本エー・エム・シー（福井
市）の取り組みなどを特設ウェブページで
公開しています。

問地域福祉課
☎0776-20-0328　FAX20-0637

共家事促進キャンペーン 
開催中！
県では夫婦や家族み
んなで家事を楽しむ

「共家事（トモカジ）」
を促進しています。
家族で家事に取り組
む写真をInstagram
に投稿すると、抽選でロボット掃除機など
豪華賞品をプレゼント！
期間：12月31日（土）まで
応募方法など 
詳しくはこちら→

問県民活躍課
☎ 0776-20-0319　　 FAX 20-0632

第３回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。

応募期間
【写真部門】
令和５年1月31日(火)まで

【インスタグラム部門】
令和５年2月28日(火)まで
               詳しくはこちら→

問ふくいの農ある風景フォトコンテスト
実行委員会事務局（農村振興課）
☎0776-20-0453　FAX20-0656

問（公社）福井県観光連盟
☎0776-23-3677　FAX23-3715

福井をキリトル旅土産 
「キリトリップ」販売中！！

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」。県内お土
産店や道の駅、宿泊施設等で全17商品を
販売中！ぜひ手にとってみてください。

販売店・商品
一覧はこちら

特設ページ
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