
ふるさと料理を楽しむ会 申 ￥
2月12日（日）12時30分～14時
2月7日は福井県の誕生日「ふるさとの
日」。県内各地の郷土料理を県民のみなさ
まに味わっていただく会を開催します。
料理：郷土料理25品程度（折箱入）、
	 デザート2品
所ユー・アイふくい	
（福井市下六条町）
定先着80名
料3000円
受1月13日（金）まで

11月6日に越前がに漁が解禁となり賑わう三国町。
東尋坊三国温泉では、美味しい食べ方を熟知したエ
キスパートたちが提供する越前がに料理が自慢。こ
の冬は、東尋坊三国温泉でうまいもん喰って、ほっこ
りリラックスしてみねの！

FukuiInfo.ふくい
の

暮らし
を

より豊
かにインフォ
ふくい 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

問観光誘客課
☎0776-20-0380　FAX20-0381

県内のスキー場・スケート場 
へ行こう！
平日のスキー場のリフト料金、スケート場
の利用料金が半額になるキャンペーンを
実施しています。
キャンペーン案内
チラシに掲載され
た割引券が必要で
す。チラシは市町
役場やスポーツ用
品店に設置してい
ます。
実施期間：3月17日（金）まで

問福井ライフ・アカデミー本部
☎0776-41-4206　FAX41-4201

ふるさと未来講座「歴史」 申  
「柴田勝家ｰ北庄に掛けた夢とプライドｰ」
1月21日（土）14時～15時30分
柴田勝家は越前という豊かな大地を拠点
として天下に何を夢見たのでしょうか。そ
の生涯を振り返ります。
講師：福井県立大学客員教授・文学博士	
										角鹿尚計氏
所①ユー・アイふくい（福井市下六条町）	
②若狭図書学習センター（小浜市南川町）

　※②では①の講演を映像で配信します。
定①先着150名、②先着30名
受1月20日（金）まで

みなさまの声をお聴かせ 
ください！ 現場でトーク
県の事業や取り組みに
ついて職員が説明に伺
い、意見交換の機会を
設けます（オンラインで
も対応可能）。
対10名以上のグルー
プ（自治会、公民館、
地域サークル、企業、
PTAなど）

詳しくは	福井県 現場でトーク

第3回白川文字学ゼミ講座 
「白川静と詩経」 申

YouTube配信：2月１日（水）～14日（火）
立命館大学教授	萩原正樹氏から、白川静先
生の『詩経』研究についてお話いただきます。
受1月30日（月）まで

視聴会：2月11日（土）13時30分～15時
所県立図書館	
（福井市下馬町）
定先着20名
受2月9日（木）まで

問広報広聴課
☎0776-20-0221　FAX20-0622

問生涯学習・文化財課
☎0776-20-0559　FAX20-0672

問流通販売課
☎0776-20-0417　FAX20-0649

問県立病院経営管理課
☎0776-54-5151　FAX57-2945

がん市民公開講座 申
1月21日（土）13時30分～16時
最新のがん治療と栄養管理についての講
演会、がんに関する相談会を開催します。
所フェニックス・プラザ（福井市田原）
定先着200名
受1月15日（日）まで

坂井市三国町にある三国温泉は、北陸新幹線	福井・敦賀開業を迎えるにあた
り、知名度の高い観光地である東尋坊を冠した「東尋坊三国温泉」に名称を変
更しました。三国町出身のアートディレクター、戸田正寿氏が制作したロゴマー
クも完成。日本の温泉マークをもとに、湯気の部分に東尋坊・三国・温泉の文字
を配置した親しみのあるデザインで、今後さまざまな場所で見かけることがあ
るかもしれませんよ。

問 	三国温泉組合	事務局	
（休暇村越前三国内）	
☎0776-82-7400

新ロゴマーク

「三国温泉」から「東尋坊三国温泉」へ
 新ロゴマークも完成！

坂井市

申込はこちら

地域の情報を

ピックアップ
！

詳しくは
こちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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秋期企画展「ジャクエツ・コレクション
の現代陶芸」 ￥
1月9日（月・祝）まで
敦賀市に拠点を置く企業 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

うるしと和紙のフォトフレームづくり 申 ￥
1月22日（日）10時～11時30分、14時～15時30分
漆を塗ったフレームに越前和紙を貼り付けて自由
に模様を作ります。漆と和紙が合わさった、他には
ないフォトフレームに仕上げます。
特別講師：KIKARA　茨木小代美氏

定各回10名 事前予約優先
料2800円/人（飲み物、焼きドーナツ付）※キャンセル料：3日前から100％

移転開館20周年記念企画 
郷土資料コーナー「図書館の風景～秋冬編～」
2月15日（水）まで
一般の方から提供いただいた当館庭園の画像から、秋、冬の
風景をパネル展示で紹介し、写真撮影に関する本を特集しま
す。期間中、県民のみなさまからTwitter、Facebookでの当
館庭園写真の投稿を広く募集し、展示します。

移転開館20周年記念企画 岩貞るみこ講演会 申  
「本ができるまで～作家から書店まで～」

2月12日（日）14時～15時
1冊の本がどのようにして作られて自分の手元までやってく
るのか、本ができるまでの過程や仕事を紹介します。
定70名　対小学生および一般
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12月26、28～31日、1月1～4、10、16、23、30日、2月6、13、20、24、27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12月26、29～31日、1月1～3、10、16、23、26、30日、2月6、

13、16、20、24、27日

陶芸館・越前古窯博物館 県立図書館

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

冬の野鳥レストラン
1月5日（木）～2月28日（火）

窓際にエサ台を
置き、集まってく
る野鳥を室内か
ら近くで観察し
ます。
運が良ければ、
リスやテンなど
の小動物に出会
えるかもしれま
せんよ。

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12月26、28～31日、1月1～4、10、16、

23、30日、2月6、13、20、24、27日

写真展「没後100年御用写真師・
丸木利陽とその作品」 ￥
1月3日（火）～5月9日（火）

明治時代の御用写真師
として知られる丸木利陽

（1854-1923)の没後
100年にちなみ、作品を
紹介します。
料常設展100円（高校生
以下・70歳以上無料）

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12月28～31日、1月1、2、11、25日、2月

8、22日 こども家族館

休館のお知らせ
休館期間：1月～3月
令和5年度の開館15周年に合わせて、
さらに魅力あふれる施設とするためリ
ニューアル工事を行います。新たに大
型クライミングウォールやハンモック
遊具等を設置します。

所おおい町成海1-1-1
問☎0770-77-3211　FAX77-3255

ふくい健康の森  健康の森温泉

所福井市真栗町47-51
問☎0776-98-5801　 FAX98-5804
開 9時～21時※温泉利用は10時～20時

30分（受付は20時まで）
休12月26、31日、1月1日

1月2日から全日営業します ￥
1月2日（月・祝）～3月31日（金）までは、休
まず温泉営業します
料温泉入浴料670円（65歳以上550円）

ふれあいコンサート
1月15日（日）14時（開場13時30分）
大
おおもりこうがくさんげんどう

森孝学三絃道による三味線の演奏会を
開催します。
定先着80名（当日13時より整理券を配布）

FukuiInfo.ふくい
の

暮らし
を

より豊
かにインフォ
ふくい 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 →

所福井市城東1-18-21
問☎0776-21-1500　FAX21-1501
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休 12月26、29～31日、1月1～3、10、16、

23、26、27、30日、2月6、13、20、24、27日

これきコレクション展2023
1月28日（土）～ 
3月5日（日）まで
動 植 物 の 絵 やフィ
ギュアなどの館蔵品
を多数展示します。
ふくいゆかりの先人
や達人の作品も紹介
します。

こども歴史文化館

所福井市三ツ屋町8-1-1
問☎0776-26-9400　FAX26-9401
開8時30分～21時（日祝は17時まで）　
休12月26、29～31日、1月1～3、10、16、

23、30日、2月6、13、20、24、27日

武道学園体験入学 申 ￥
2月10日（金）～25日（土）
柔道、剣道、空手道、弓道、なぎなた、銃剣
道、相撲の体験教室を開催します。
対小学生以上（各教室によって対象が異な

ります）
定1日あたり10名

程度
料施設利用料140円
（学生60円）
受2月3日（金）まで

武道館

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）
休 12月26、29～31日、1月1～3、10、16、

23、30、31日、2月1～6、13、20、24、27日

学制150年記念企画展関連イベ
ント「懐かしい学校給食」 申 ￥
1月14日（土）、15日（日）11時～13時
学制150年記念企画展「学校150年物語」
に関連し、思い出の給食メニューを数量
限定で販売します。
・ソフト麺ときなこ揚げパン
・復活！開化（開花）丼
料500円
受電話またはFAXで受付（キャンセルは3

日前まで）

教育博物館

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 12月26、29～31日、1月1、2、10、16、

23、30日、2月6、13、20、24、27日

バードウォッチング冬  カモ
ウォッチングin久々子湖 申 ￥
1月21日（土）9時～11時30分
久々子湖にやってきたカモなどの野鳥を
観察します。双眼鏡などの使い方は講師
が丁寧に教えますので初心者の方も安心
して参加できます。
定先着30名（小学生以下保護者同伴）
料100円
他当日は美浜町総合運動公園体育館に 

集合

海浜自然センター

所坂井市丸岡町楽間15
問☎0776-67-0002　FAX67-0004
開9時～16時30分
休12月26、28～31日、1月1～4、10、16、

23、30日、2月6、13、20、27日

花の展示温室 
「バレンタインガーデン」

1月25日(水)～2月14日（火）9時～21時
花 の 展 示 温 室
がバレンタイン
ム ー ド に 包 ま
れます。17時以
降はイルミネー
ションも点灯し
ます。

総合グリーンセンター

恐竜博物館

休館のお知らせ
休館期間：令和5年夏まで
北陸新幹線福井・敦賀開業を前に、さ
らなる機能強化に向けたリニューアル
工事を行います。
新館に大型スクリーンや化石研究体
験など、恐竜のリアルを体感できる新
たなゾーンが誕生するほか、常設展も
大きく変貌します。

所勝山市村岡町寺尾51-11
問☎0779-88-0001　FAX88-8700

年縞博物館

所若狭町鳥浜122-12-1
問☎0770-45-0456 FAX45-3680
開9時～17時（入館は16時30分まで）
休12月27、29～31日、1月1～3、10、17、

24、31日、2月7、14、21、28日

お正月イベント ￥
1月4日（水）
ご来館いただくお客様全員におみくじ缶
バッジをご用意。「大吉」の方には、若狭町
産のお米をプレゼント（50名様）。

ミニ展示「速報！マヤの年縞を
めぐる冒険」 ￥
1月4日（水）～2月27日（月）まで
今年6月にメキシコで行った調査について
写真や映像で紹介するほか、古代マヤ文
明の地、メキシコで発見された年縞を展示
します。
料一般500円、小中高生200円

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12月26、29～31日、1月1、2、10、23日、

2月13、27日

ちょっとむかしのくらし展～ワラ
をめぐる若狭の生活誌編～ ￥
3月12日（日）まで

昭和30年代頃まで、生活
に関わる多くの道具が稲
作の副産物の藁から作ら
れていました。若狭地方
における藁の利用から当
時の生活を紹介します。
料一般310円（高校生以
下・70歳以上無料）

若狭歴史博物館

冬の企画展「ワクワクお絵かき
ワンダーランド」 申 ￥
1月3日（火）～9日（月・祝） 
9時30分～16時30分
さまざまなアート技法を体験できる「びっ
くりアート！わざ技研究所」など、子ども
たちの想像力と好奇心を刺激するワーク
ショップを開催します。
料一部有料 
対幼児・小学生(未就学児は保護者同伴) 
定体験ごとに設定　受一部web先着受付制

（開催日前日の15時まで）
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 12月28～31日、1月1、2、10、16、23、

30日、2月6、7、13、20、24、27日

エンゼルランドふくい

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12月26、29～31日、1月1、2、10、16～

18、23、30日、2月6、13、20～23、27日

奇才！風刺画家オノレ・ドーミエ ￥
1月20日（金）～2月19日（日）
19世紀フランスで風刺画家として活躍
したオノレ・ドーミエの版画やドーミエ
が寄稿した挿絵入り風刺新聞『ラ・カリカ
チュール』を展示します。

料常設展100円（高校生
以下、70歳以上、障害者
手帳等をお持ちの方と
その介助者1名は無料）

美術館

オノレ・ドーミエ《買う前に臭いを（パリっ子の典型）》1842年

所美浜町久々子35-32-1
問☎0770-47-6162　FAX47-6163
開9時30分～17時
休12月26、29～31日、1月1～3、10、16、

23、30日、2月6、13、20、27日

七草がゆともちっと
4 4 4 4

白玉団子汁
づくり教室 申 ￥
1月7日（土）、9日（月・祝）10時～12時
春の七草のお粥と、肉
だねを白玉粉で包ん
だ白玉団子入りのお
汁を作ります。
定各日先着6家族・組 

※1組2～3名
料1200円/組
受1月5日（木）まで

園芸LABOの丘
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