
マリーゴールドの花でトートバックを染めよう 申 ￥
9月4日（日）9時30分～12時、13時30分～16時
陶芸公園に咲いているマリーゴールドの花を煮出してトートバックを染めま

す。黄色や橙色のやさしい風合いをお楽しみください。
定各回10名　※事前予約優先
料2300円/名（飲み物、陶ふうりん入場券付き） 
※キャンセル料　3日前から100％

入江紳好・英代　陶展 ～楽しい 
やきものいっぱい作りました～
9月23日(金・祝)～10月23日(日) 
入江紳好・英代夫妻にとっての初個展。色や模様

が楽しい作品が並びます。

中秋の名月～二胡の演奏とともに～ 申
9月10日（土）19時30分～21時30分
二胡の演奏を聴きながら、中秋の名月を双眼鏡や望遠鏡を使って
観望します。
定先着30名　受9月8日（木）まで

わくわく惑星 申
9月23日（金・祝） 
19時30分～21時30分
惑星について学ぶとともに、望遠鏡で
惑星を観望したり写真を撮ったりし
ます。
定先着20名　受9月21日（水）まで

なぞとき？エンゼルクエスト
9月10日（土）、11日（日） 
10時30分～12時、14時～15時30分
なぞときをしながら屋外のチェックポイン
トをクリアしてゴールをめざしましょう。
※雨天中止
受各回終了時刻30分前まで

サイエンスショー「ロケット発射」
9月24日（土）、25日（日） 
11時～11時25分、13時30分～13時55分、14時50分～15時15分
子どもから大人まで楽しめる演示プログラムです。いろいろな燃料を
使って、ロケットをとばします。
定各回30名　受当日9:30より会場にて受付（定員に達し次第受付終了）

※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8月29日、9月5、12、20、26日

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9月5、12、20、26日

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9月5、12、20、26日

陶芸館・越前古窯博物館

自然保護センター

エンゼルランドふくい

わいわいものづくりスペシャル 
「ビーチコーミングと海のおもい
で工作」 申 ￥
9月23日（金・祝）、25日（日） 
10時30分～12時30分
海のお宝でリースとビーチポットを作ります。
定先着9家族　料400円/作品

みんなでクッキングスペシャル 
「ロールパンキッシュ」 申 ￥

9月18日（日）、19日（月・祝）10時30分～12時30分
ほうれん草とツナ、サーモンとエノキの2種類のキッシュを作ります。
定先着6家族　料500円/名

所おおい町成海1-1-1　問☎0770-77-3211 FAX77-3255
開9時30分～17時　休9月5、12、20、26日

こども家族館

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

学制150年記念企画展 
「学校150年物語」

令和5年 
１月29日（日）まで
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。

教育博物館

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8月29日、9月5、12、20、26日

福井の方言愛着ましましプロジェクト
北陸新幹線開業に向けたおもてなし機運
醸成のため、県民が今以上に福井の方言
に愛着を持ち、発信することを目的に「福
井の方言愛着ましましプロジェクト」を実
施しています。

○方言プロモーション動画配信中
福井県出身の俳優・津田寛治さんが福井県
“おもてなし担当”知事として出演する、方言
プロモーション動画をYouTubeで配信中で
す。ぜひご覧ください。

○第2回方言LINEスタンプデザインコンペ作品募集中
福井の方言を使った8種類のLINEスタン
プをデザインし、ご応募ください。グランプ
リ作品は後日実際に販売します。
募集期間：9月10日（土）まで

問文化課
☎0776-20-0572　FAX20-0661

郷土資料コーナー特集展示 
「図書館の風景～春夏編～」

9月21日（水）まで
一般の方から提供いただいた県立図書館
庭園の春から夏にかけての風景写真と写
真撮影に関する本を特集します。

ビジネス支援コーナー 
「最高のチームで仕事力を高める」

9月30日（金）まで
円滑なコミュニケーションなどチームで仕
事をする際に参考となる本を特集します。
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8月29日、9月5、12、20、22、26日

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9月5、12、20、26日

緑の教室「果樹の手入れ 
（秋から初夏まで）」 申

10月2日（日）13時30分～15時30分
剪定と施肥のポイントをお伝えします。
定先着30名
受9月13日（火）8時30分から

総合グリーンセンター
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問（公財）福井県建設技術公社
☎0776-20-0395　FAX21-3934

フクイ建設技術フェア
9月7日（水）10時～17時、 
8日（木）9時30分～16時
建設分野における建設技術・製品・工法な
どを一堂に集めて紹介します。
所県産業会館（福井市下六条町）

所かゞみやハピリン店、福福館ハピリン店、オレボス
テーション北鯖江PA上り店、東尋坊七福屋、あわら
温泉旅館まつや千千 ※販売店舗は順次追加予定
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」。ぜひ手
にとってみてくだ
さい。最新情報は

Instagram「kiritrip_fukui」をチェック！

ふるさと未来講座「歴史」 
「源氏物語×江戸時代の屏風絵・浮世絵」 申

9月19日（月・祝）14時～15時30分
源氏物語を描いた屏風絵を中心に浮世絵などを実際に鑑賞しながら、
分かりやすく解説します。
講師：滋賀文教短期大学　准教授　池田大輔 氏
所ユー・アイふくい（福井市下六条町）
定先着100名　受9月17日（土）まで
問福井ライフ・アカデミー本部　☎0776-41-4206　FAX41-4201

走りだせ！2024年春北陸新幹線福井・敦賀開業へ 
みんなのメッセージ動画募集

『北陸新幹線が開業したら』をテーマに
メッセージ動画を募集します。ご応募い
ただいた動画はひとつにつなぎ、開業カ
ウントダウンイベントでお披露目します。
みなさんの思いあふれるメッセージをお待ちしています。
募集期間：10月31日（月）まで
問新幹線開業課　☎0776-20-0546  FAX20-0381

加賀美幸子と古典に親しむ 
①加賀美幸子と声にだして 
味わう『徒然草』 申  
②古典講演会  花と『万葉集』 申
①9月17日（土）13時30分～15時30分 
②10月22日（土）13時30分～15時30分
福井県文学特別顧問の加賀美氏のお話と
朗読で古典文学の魅力を楽しみます。

所県立図書館（福井市下馬町）
定①先着30名  ②先着100名
受9月1日（木）から（定員にな
り次第締切）

問生涯学習・文化財課
☎0776-20-0559　FAX20-0672

申込フォームはこちら

所美浜町久々子35-32-1
問☎0770-47-6162　FAX47-6163
開9時30分～17時
休8月29日、9月5、12、20、26日

敬老の日に贈ろう！ 
花の寄せ植え教室 申 ￥
9月17日（土）13時30分～14時30分
敬老の日の贈り物に
も使える花の寄せ植
えを行います。
定先着20名
料1500円/名
受9月10日（土）まで

園芸LABOの丘

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8月29日、9月5、12、20、26日

敬老の日  回数券得とくセール
9月13日（火）～19日（月・祝）
期間中回数券をご購入の方に温泉・ス
ポーツセンター利用無料券（入湯税別途
150円必要）をプレゼント。

ふくい健康の森（健康の森温泉）

問（公社）認知症の人と家族の会 福井県支部
☎0776-28-2929　FAX63-6756

アルツハイマーデー 
記念講演会 申
9月18日（日）13時30分～14時45分
演題：「認知症当事者とその家族だから 
こそ伝えられること」
講師：下坂厚 氏（認知症当事者・認知症の
人と家族の会 京都府支部） 
所福井県繊協ビル 

10階ホール 
（福井市大手）
定会場・オンライン 
（zoom） 
各先着100名

受9月10日（土）まで

詳しくはこちら

動画はこちら

詳しくはこちら


