
美浜町では、三方五湖エリアの魅力を高めるため、国内初と
なる再生可能エネルギーで航行する電池推進遊覧船を開発
しました。船の発着施設となる美浜町レイクセンターでは、
乗船客の待合室のほか、お洒落なカフェや湖を眺望できる
屋外デッキなどを備えています。
船の動力には太陽光発電を利用。モニターで電気の流れを

一目で確認すること
ができ、自然・エネル
ギ ー 学習の場とし
ても注目されていま
す。
環 境にやさしい遊
覧船で、四季折々の
彩りを見せる三 方
五湖を湖面から楽
しんでみませんか。

児童館フェスタ 2023 申
3月11日（土）、12日（日）9時30分～16時30分
県内の児童館の活動紹介や児童館職員による工作教室、ミニ北陸新幹
線乗車体験などを実施します。
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）

ファミリーコンサート 「星空☆ワンダーランド 
～わくわく大冒険！音楽の宝箱をあけてみよう～」 ￥
3月18日（土）①11時～11時45分　②13時50分～14時35分
演奏者：天勝まゆみ（ソプラノ）★越のルビーアーティスト/片山奈々愛

（サクソフォン）/木津美波（ピアノ）
定108名
料大人520円、小中高生260円、 
　幼児100円
他 3月12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。

※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2月27日、3月6、13、20、22日
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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2月27日、3月6、13、20、27～31日

イメージWORKS   
映像の実験室 ￥
3月26日（日）まで

世界的なメディアアー
ティストのナムジュン･
パイクが永平寺を訪れ
て制作した作品《メイド・
イン・永平寺》をはじめ、

写真や映画、ビデオなど映像を用いた斬新
な作品を特集します。
料一般・大学生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

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

健康講座「大腸がんで命を 
落とすのは日本人だけ」
3月4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。

所福井市真栗町47-48
問☎0776-98-8000　FAX98-3502
開8時30分～17時
休2月27日、3月5、6、11、13、18、19、21、

25 、26日

ふくい健康の森  県民健康センター

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2月27日、3月6、13、20、22、27、28日

特別展「さるかに イソップ シンデレラ
～明治の子どもたちが学んだ物語～」

3月26日（日）まで
110年以上前の明治
時代の小学校教科書
にも、おとぎ話や民
話、イソップ物語など
多くの物語が採用さ
れていました。明治
の子どもたちが学ん
だ物語を、当時の教
科書などを中心に紹
介します。

教育博物館

省エネ住宅に関する 
県民向けシンポジウム 申
3月11日（土）14時～16時
健康な暮らしと住まいをテーマとした有識
者による基調講演や実際に省エネ住宅を
利用されている方の講演などを実施しま
す。来場者には、グリーンカーテンセットを
プレゼントします。
所福井県自治会館（福井市西開発）
定先着100名
受3月8日（水）まで

問建築住宅課
☎0776-20-0505　FAX20-0693

歴史博物館

企画展「越前の絵馬 
～館蔵資料を中心に～」 ￥
3月11日（土）～5月7日（日）
江戸時代の福井の人たちが愛した絵馬の
華やかな魅力を紹介します。
料一般100円、高校生以下・70歳以上無料

すこやかシルバー病院

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「認知症患者への 
アプローチ」 申
3月3日（金）13時30分～15時
認知症高齢者の視点に立ってアプローチ
をしてみましょう。

一般研修「介護ストレスを軽減
させるために」 申
3月7日（火）13時30分～15時
ストレス解消の実践方法などを紹介します。

一般研修「認知症を予防するた
めの基礎知識」 申
3月9日（木）13時30分～15時
脳を元気にする食事のポイントなどを紹介します。

地域の情報を

ピックアップ
！

4月12日に美浜町レイクセンター
がオープンします！美浜町

陶芸館・越前古窯博物館

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2月27日、3月6、13、20、22、27日

越前焼の土偶を作ろう 申 ￥
3月25日（土）、26日（日）14時～15時30分

越前の粘土1キロ
で 土 偶を作りま
す。有名な土偶の
模倣でも、自身で
考えたオリジナル
のものでも自由に
制作することがで
きます。

定各回10組（1組3名まで） 事前予約優先
料2000円/人 
※キャンセル料：3日前から100%

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「芸術・文化」  申  
「映像表現の可能性～フレームに
とらわれない空間演出とは？～」
3月18日（土）14時～15時30分
五感に響く映像表現の可能性について、自
身の制作活動をもとにお話しします。
講師：P.I.C.S./IMAGICA EEX所属クリエ
イティブプロデューサー/映像プロデュー
サー  諏澤大助氏
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100名、②先着30名
受  3月17日（金）まで

北陸新幹線開業 
カウントダウンイベント
3月5日（日）10時～16時

県民のみなさまから募
集した開業メッセージ動
画のお披露目、おもてな
しに関するトークショー
のほか、鉄道に関する体
験ブース、PRブースな
ど、盛りだくさんの企画
となっています。

所フェニックス・プラザ 
（福井市田原）
問新幹線開業課 
☎0776-20-0546 
FAX20-0381

南保勝 特任教授 
最終講義「地域再生の未来像」 申
3月10日（金）13時～16時
所アオッサ8階（福井市手寄）  定先着200名

池下譲治 特任教授 
最終講義「グローバルビジネス
の流儀」 申
3月29日（水）14時～15時30分
所県立大学地域経済研究所（永平寺町松
岡兼定島）
定先着30名(対面）、先着200名(オンライン)
受3月27日（月）まで（オンライン）
詳しくは 福井県立大学  地域経済研究所

問県立大学地域経済研究所
☎0776-61-6000 FAX61-6017

労働者協同組合法活用 
応用セミナー 申
3月11日（土）13時30分～16時30分
福祉、農業、まちづくりなどの幅広い事業
分野での活用が期待される新しい法人格

「労働者協同組合」に関するセミナーを開
催します。講演のほか、事例紹介やワーク
ショップを行います。
所中小企業産業大学校（福井市下六条町）
定30名
受3月9日（木）まで

問労働政策課
☎0776-20-0390　FAX20-0648

問企業誘致課
☎0776-20-0365　FAX20-0678

海外クルーズ客船が 
寄港します
3月21日（火・祝）8時入港、17時出港

3年ぶりに海外
クルーズ客船
が敦賀に寄港
します。今回寄
港する「ウエス
テルダム」は、
敦賀初寄港と

なります。岸壁では伝統芸能やダンスなど
の歓迎イベントを実施します。クルーズ船
のお客様を一緒にお出迎えしましょう。
※荒天中止の場合あり
所敦賀港鞠山北地区（敦賀市泉）

所在地：三方郡美浜町早瀬24-4-1
営業時間：9時～17時
休館日： 水曜日、年末年始
乗船料： 大人1980円、小人990円、 
  未就学児無料、障害者手帳所持者は半額
問い合わせ先：美浜町レイクセンター　☎0770-47-5960

詳しくは
こちら

県の広報を見て当てよう！
プレゼントキャンペーン 申

県広報媒体連携企画

今月号の広報誌、2月から3月の新聞お知らせ、県広報
番組、県のSNSを見て、各媒体で発表される6文字を集
めると完成するキーワードを応募してください。抽選で
20名様にカタログギフト（3000円相当）が当たります！
受3月6日（月）まで

問広報広聴課
☎0776-20-0220　FAX20-0621

NEWSふくいの文字は…

〇〇〇ん〇〇

キャンペーン
詳細はこちら

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3月6～10、22日

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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