
嶺南振興局

日 曜日 時間 行　事　お　よ　び　概　要 場　　　所 お問合せ先

1 月

2 火

3 水

4 木

福井国体正式競技　軟式野球（～10/8まで） 敦賀市沓見　敦賀市総合運動公園野球場
敦賀市国体推進課
TEL：0770-22-8255

福井国体正式競技　軟式野球 小浜市東勢　小浜市営野球場
「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会

小浜市実行委員会事務局
TEL：0770-53-1111

福井国体正式競技　軟式野球 美浜町久々子　美浜町総合運動公園野球場
「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会

美浜町実行委員会事務局
TEL：0770-32-6715

福井国体正式競技　軟式野球（～10/7まで） おおい町成和　おおい町総合運動公園野球場
福井しあわせ元気国体おおい町実行委員会事務局

TEL：0770-77-1167

福井国体正式競技　軟式野球 美浜町久々子　美浜町総合運動公園野球場
「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会

美浜町実行委員会事務局
TEL：0770-32-6715

福井国体正式競技　空手道（～10/8まで） 敦賀市沓見　敦賀市総合運動公園体育館
敦賀市国体推進課
TEL：0770-22-8255

幕末明治福井150年博事業　特別展「うきたつ人々～幕末若狭の祭礼・風俗・世相～」（～11/11まで） 小浜市遠敷　福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭歴史博物館

TEL：0770-56-0525

福井国体正式競技　トライアスロン 高浜町　特設トライアスロン会場
第73回国民体育大会福井国体

高浜町実行委員会
TEL：0770-72-7711

福井国体正式競技　軟式野球 小浜市東勢　小浜市営野球場
「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会

小浜市実行委員会事務局
TEL：0770-53-1111

秋の青空フェスタ 東京　神楽坂商店街
嶺南振興局若狭観光・地域振興室

TEL：0770-56-2212

9：00～16：00 第19回 熊川いっぷく時代村 若狭町熊川　鯖街道熊川宿
熊川いっぷく時代村実行委員会

TEL：0770-62-0135

8 月 福井国体正式競技　軟式野球 美浜町久々子　美浜町総合運動公園野球場
「福井しあわせ元気」国体・障害者スポーツ大会

美浜町実行委員会事務局
TEL：0770-32-6715

9 火 18：30～20：00 アナ・ヴィドヴィチ　ギターリサイタル 小浜市大手町　小浜市文化会館
小浜市文化会館

TEL：0770-53-9700

松原神社例大祭 敦賀市松原町　松原神社
敦賀観光案内所

TEL：0770-21-8686

15：00～ 大神下前神社（おおみわしもさきじんじゃ）例祭 敦賀市曙町　気比神宮
北陸道総鎮守　気比神宮

TEL：.0770-22-0794

11 木

12 金

福井しあわせ元気大会2018（～10/15まで）
各競技会場

（詳細はリンク先よりご確認下さい）

「福井しあわせ元気」国体・障害者
スポーツ大会実行委員会

TEL：0770-20-0772

おおいうみんぴあフェスタ2018 おおい町成海　うみんぴあ大飯
おおい町産業振興連絡協議会

TEL：0770-77-1171

13：30～ 幕末明治福井150年博「水戸天狗党敦賀に散る」　記念講演会「『水戸烈士』の呼称と松原神社例祭」 敦賀市相生町　敦賀市立博物館
敦賀市立博物館

TEL：0770-25-7033

14：00～19：00 秋のお客様感謝祭 おおい町大島　赤礁崎オートキャンプ場　キャンプ場内
株式会社おおい

TEL：0770－77－2800

おおいうみんぴあフェスタ2018 おおい町成海　うみんぴあ大飯
おおい町産業振興連絡協議会

TEL：0770-77-1171

キッズミュージアム「幕末の人のセンスに挑戦 オリジナル扇子を作ろう」 小浜市遠敷　福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭歴史博物館

TEL：0770-56-0525

13：30～ 幕末明治福井150年博「水戸天狗党敦賀に散る」　展示解説会 敦賀市相生町　敦賀市立博物館
敦賀市立博物館

TEL：0770-25-7033

15 月

16 火 松木神社例祭 若狭町熊川　松木神社
若狭町歴史文化課
TEL：0770-62-2711

17 水 9：00～ 神嘗祭当日祭 敦賀市曙町　気比神宮
北陸道総鎮守　気比神宮

TEL：.0770-22-0794

18 木

19 金

ハート＆アートフェスタ2018 若狭町市場　パレア若狭
ハート＆アートフェスタ２０１８事務局

TEL：0770-62-2508

京都橘大学 大学祭（～10/21まで） 京都府山科区　京都橘大学
嶺南振興局若狭観光・地域振興室

TEL：0770-56-2212

御船遊管絃祭（おふなあそびかんげんさい） 敦賀市金ヶ崎町　金崎宮 敦賀港
敦賀観光協会 TEL：0770-22-8167

敦賀観光案内所 TEL：0770-21-8686

〈4～11月〉
9:00～17:00

〈12月〉
10:00～16:30

※閉館30分前まで
入館可

秋季企画展 幕末の佐柿と水戸天狗党（～12/28まで） 美浜町佐柿　若狭国吉城歴史資料館
若狭国吉城歴史資料館

TEL：0770-32-0050

10：00～16：00 OBAMA食のまつり 小浜市川崎　御食国若狭おばま食文化館前
OBAMA食のまつり実行委員会

TEL：0770-53-1111

13：00～16：00頃 イカ祭り おおい町大島　赤礁崎オートキャンプ場　キャンプ場内
株式会社おおい

TEL：0770－77－2800

〈開場〉17：00～
〈開演〉17：30～

東京スカパラダイスオーケストラ2018 Tour 「SKANKING JAPAN」 敦賀市桜町　敦賀市民文化センター 大ホール
キョードー北陸チケットセンター

TEL：025-245-5100

ハート＆アートフェスタ2018 若狭町市場　パレア若狭
ハート＆アートフェスタ２０１８事務局

TEL：0770-62-2508

9：00～16：00 里山まつり2018 おおい町名田庄久坂　おおい町里山文化交流センター
おおい町名田庄公民館

TEL：0770-67-3250

10：00～16：00 OBAMA食のまつり 小浜市川崎　御食国若狭おばま食文化館前
OBAMA食のまつり実行委員会

TEL：0770-53-1111

13：30～15：00 特別展記念講演「近世都市祭礼における練物と仮装」 小浜市遠敷　福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭歴史博物館

TEL：0770-56-0525

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

若狭路 出向宣伝（～10/28まで） 長野県軽井沢町　軽井沢・プリンスショッピングプラザ
（一社）若狭湾観光連盟

Teｌ：0770-64-5640

13：00～16：00 あかぐりハロウィン おおい町大島　赤礁崎オートキャンプ場　キャンプ場内
株式会社おおい

TEL：0770－77－2800

第22回 若狭高浜はまなすマラソン（9/28申込〆切） 高浜町和田 はまなす公園 歯着
若狭高浜はまなすマラソン実行委員会事務局

TEL：0770-72-7724

13:30～15:00 特別展記念講座「幕末若狭マダムの髪型を再現！」 小浜市遠敷　福井県立若狭歴史博物館
福井県立若狭歴史博物館

TEL：0770-56-0525

〈開場〉13：30～
〈開演〉14：00～

第8回 旭座上方落語会 小浜市白鬚　小浜市まちの駅・旭座
小浜市まちの駅旭座
TEL：0770-52-2000

29 月

30 火

31 水

土

6 土

10 水

日
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