
嶺南振興局

日 曜日 時間 行　事　お　よ　び　概　要 場　　　所 お問合せ先

第9回中池見フォトコンテスト（～10/31まで） 敦賀市樫曲　中池見人と自然のふれあいの里
中池見人と自然のふれあいの里

TEL：0770-20-1110

国体開催記念 スポーツを楽しもう！（～10/24まで） 小浜市南川町　若狭図書学習センター
若狭図書学習センター
TEL：0770-52-2705

10：00～12：00
13：30～15：30

SUP・シーカヤック 城山奇岩めぐりコース（要予約）
※（9/1,2,29,30催行なし）

高浜町事代　城山公園周辺
（一社）若狭高浜観光協会

TEL：0770-72-0338

10：30～ 八朔祭（日吉神社） 美浜町新庄　日吉神社
新庄区事務所

TEL：0770-32-0058

13：00頃～ あかぐり鬼ごっこ（要予約） おおい町大島　赤礁崎オートキャンプ場　管理棟横～キャンプ場内
株式会社おおい

TEL：0770－77－2800

13：00～21：00 敦賀まつり　イベント広場 敦賀市神楽町2丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

13：30～14：30 極北のエスキモー民族と自然　山崎哲秀トークショー 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

15：00～21：00 敦賀まつり　カーニバル大行進 敦賀市相生町・神楽町1丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

気比神宮例大祭（～9/15まで） 敦賀市本町、神楽町、相生町、駅前通り、氣比神宮一帯
敦賀観光案内所

TEL：0770-21-8686

福井国体デモスポ　真向法 小浜市小浜白鬚　小浜市まちの駅・旭座
「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

福井国体デモスポ　ビーチラグビー 高浜町　若狭和田ビーチ
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

福井国体デモスポ　キッズトライアスロン 高浜町　若狭和田特設会場
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

10：00～ 駅前ふれあい市 敦賀駅前商店街アーケード
敦賀駅前商店街振興組合

TEL：0770-25-2496

11：30～17：30 敦賀まつり　お祭り広場 敦賀市駅前通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

13：00～21：00 敦賀まつり　お祭り広場 敦賀市相生町・神楽町1丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

15：30～21：00 敦賀まつり　宵山巡行 敦賀祖神楽町1丁目・2丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

19：00～20：30 敦賀まつり　民謡踊りの夕べ 敦賀市本町通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

八朔祭（稲荷神社） 美浜町日向　稲荷神社
（一社）若狭美浜観光協会

TEL：0770-32-0222

8：00～16：00 敦賀まつり　神輿渡御 敦賀市相生・神楽町１丁目・神楽町２丁目・本町通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

9：00～14：30 敦賀まつり　御鳳輦巡幸 敦賀市相生・神楽町１丁目・神楽町２丁目・本町通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

9：30～16：00 敦賀まつり　山車巡幸 敦賀市相生・神楽町１丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

16：00頃～21：00 敦賀まつり　お祭り広場 敦賀市相生・神楽町１丁目通り
敦賀まつり振興協議会
TEL：0770-22-8122

5 水

6 木

7 金 旧田辺半太夫家住宅　国登録有形文化財登録　記念巡回展示（～9/20まで） 美浜町郷市　美浜町生涯学習センターなびあす
若狭国吉城歴史資料館

TEL：0770-32-0050

13：00頃～ あかぐり鬼ごっこ（要予約） おおい町大島　赤礁崎オートキャンプ場　管理棟横～キャンプ場内
株式会社おおい

TEL：0770－77－2800

〈開場〉13：30～
〈開演〉14：00～

1966カルテット ビートルズ・クラシックスコンサート 若狭町市場　パレア若狭
パレア若狭

TEL：0770-62-2506

16：00頃～21：00 御食国若狭おばまYOSAKOI祭2018　前夜祭
（食文化館メイン演舞場）　小浜市食文化館特設会場
（そともめぐり演舞場）　若狭フィッシャーマンズワーフ
（川崎ロード演舞場）　お魚工房前パレード特設会場

福井国体正式競技　ビーチバレーボール（～9/11まで） 小浜市鯉川　若狭鯉川シーサイドパーク
「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

中池見定例自然観察会～ミズアオイを観よう～ 敦賀市樫曲　中池見人と自然のふれあいの里
中池見人と自然のふれあいの里

TEL：0770-20-1110

10：00～17：30 御食国若狭おばまYOSAKOI祭2018
（食文化館メイン演舞場）　小浜市食文化館特設会場
（そともめぐり演舞場）　若狭フィッシャーマンズワーフ
（川崎ロード演舞場）　お魚工房前パレード特設会場

〈開場〉12：30～
〈開演〉13：00～

第14回きらきら寄席　落語　月の会 おおい町名田庄久坂　おおい町里山文化交流センター
おおい町里山文化交流センター

TEL：0770-67-3250

10 月

11 火

12 水 福井国体正式競技　オープンウォータースイミング 若狭町食見　食見海岸特設会場
若狭町　国体推進・熊川宿活性化室

TEL：0770-45-9112

13 木

14 金 幕末・明治の食文化（～翌年3/12まで） 小浜市川崎　御食国若狭おばま食文化館
御食国若狭おばま食文化館

TEL：0770-53-1000

福井国体正式競技　競泳（～9/17まで） 敦賀市沓見　敦賀市総合運動公園プール
敦賀市国体推進課
TEL：0770-22-8255

放生祭 小浜市男山 八幡神社～小浜市内
若狭おばま観光案内所

TEL：0770-52-2082

福井県年稿博物館 オープン 若狭町鳥浜　縄文ロマンパーク内
福井県自然環境課
TEL：0776-20-0305

福井国体デモスポ　スポーツチャンバラ 小浜市後瀬町　小浜市民体育館
「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

放生祭 小浜市男山 八幡神社～小浜市内
若狭おばま観光案内所

TEL：0770-52-2082

相撲甚句 敦賀市阿曽　利椋（とくら）八幡神社
敦賀観光協会 TEL：0770-22-8167

敦賀観光案内所 TEL：0770-21-8686

赤崎の獅子舞 敦賀市赤崎　八幡神社
敦賀観光協会 TEL：0770-22-8167

敦賀観光案内所 TEL：0770-21-8686

8：30～ 清明の朝市 敦賀市　博物館通り
清明の朝市実行委員会

TEL：0770-22-2188

10：00～20：00 若狭町まつり－若祭－ 若狭町鳥浜　縄文ロマンパーク
若狭三方縄文博物館
TEL：0770-45-2270

10：30～ 若狭縄文丸木舟競漕2018（8/27申込〆切） 若狭町鳥浜　縄文ロマンパーク前　はす川
若狭三方縄文博物館
TEL：0770-45-2270

17 月

18 火

19 水 13：00～14：30 ぱしふぃっくびいなす船内見学会（9/5申込必着） 敦賀市鞠山　敦賀港フェリーターミナル内
敦賀みなと振興会事務局

TEL：0770-22-8129

20 木

21 金 旧田辺半太夫家住宅　国登録有形文化財登録　記念巡回展示（～9/30まで） 美浜町郷市　美浜町保健福祉センターはあとぴあ
若狭国吉城歴史資料館

TEL：0770-32-0050

きのこの森陶芸館　夏休みイベント　ひとひねり展（～9/30まで、9/25休館） おおい町鹿野　きのこの森陶芸館ギャラリー
きのこの森陶芸館

TEL：0770-78-1714

平成30年度特別展　幕末明治150年博「水戸天狗党敦賀に散る」（～10/21まで） 敦賀市相生町　敦賀市立博物館
敦賀市立博物館

TEL：0770-25-7033

12：30～17：30 第11回 ちりとてちん杯 全国女性落語大会　予選会 小浜市大手町　働く婦人の会咲楽館
小浜市文化会館内ちりとてちん杯係

TEL：0770-53-9700

19：00～ 第11回 ちりとてちん杯 全国女性落語大会　交流会 小浜市小浜白鬚　小浜市まちの駅旭座
小浜市文化会館内ちりとてちん杯係

TEL：0770-53-9700

13：00～16：00 第11回 ちりとてちん杯 全国女性落語大会　決勝大会 小浜市小浜白鬚　小浜市まちの駅旭座
小浜市文化会館内ちりとてちん杯係

TEL：0770-53-9700

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「天狗党と徳川慶喜」 敦賀市相生町　敦賀市立博物館
敦賀市立博物館

TEL：0770-25-7033

24 月 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

25 火

26 水

27 木

28 金

国立若狭湾青少年自然の家 若狭湾ファミリーフェスティバル②（～9/30まで） 小浜市田烏　国立若狭湾青少年自然の家
国立若狭湾青少年自然の家TRE

TEL： 0770-54-3100

福井国体正式競技　卓球（～10/3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

9：00～17：00
〈入館〉16：30まで

高浜町郷土資料館　秋季企画展　郷土の偉人　―高僧 釈 宗演― 高浜町南団地　高浜町郷土資料館
高浜町郷土資料館
TEL：0770-72-5270

13：00～16：00 あかぐり運動会（要予約） 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

福井国体正式競技　弓道近的（～10/3まで） 敦賀市沓見　敦賀市総合運動公園弓道場
敦賀市国体推進課
TEL：0770-22-8255

福井国体正式競技　弓道遠的（～10/2まで） 敦賀市沓見　敦賀市総合運動公園弓道場
敦賀市国体推進課
TEL：0770-22-8255

福井国体正式競技　ボート（～10/3まで） 美浜町久々子　福井県立久々子湖漕艇場
「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　レスリング（～10/3まで） おおい町　総合運動公園体育館
おおい町 国体推進室
TEL：0770-77-1167

福井国体正式競技　ラグビーフットボール（～10/4まで） 小浜市口田縄　小浜市総合運動場　陸上競技場・多目的グラウンド
「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

福井国体デモスポ　セーリング（～10/3まで） 高浜町　若狭和田マリーナ特設セーリング会場
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

若狭路トレイルラン2018 若狭町～小浜市内指定のコース
（一社）若狭路活性化研究所

TEL：0770-47-1747

4 火
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