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おすすめは、可憐な越前水仙とグルメ待望の越前がに＆若狭ふぐ、
話題の敦賀ムゼウムのリニューアルに、＃まるごと私の好きな福井県
キャンペーンなど、魅力いっぱいの冬の福井へ。
冬のふくいへ。

～福井県の花・越前水仙を楽しむ～
水仙の三大群生地のひとつ、越前海岸。恒例の水仙まつりは、残念ながら中止にな
りましたが、一面に咲く越前水仙と芳醇な香りを楽しむことができます。越前岬水仙
ランド、越前水仙の里公園などをめぐる海岸線のドライブがおすすめ。
お問い合わせ：越前町観光連盟

TEL0778-37-1234

～福井が誇る、伝統の二大綱引き（国指定重要無形民俗文化財）～
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容変更や中止になる場合があります。
■敦賀西町の綱引き（夷子・大黒綱引き）１月１７日（日）
４００年以上前から伝承されてきた新春の敦賀の伝統行事。えびす・大黒に扮し
た２人が町内を練り歩き、数百人の老若男女がえびす方と大黒方に分かれて綱を引き
合います。えびす側が勝てば豊漁、大黒側が勝てば豊作という占いです。どちら側も
飛び入り参加ＯＫ！綱引き後には、綱のわらを縁起物として持ち帰れます。
場所：敦賀市相生町（旧西町通り）
お問い合わせ先：敦賀観光案内所 TEL0770-21-8686
■水中綱引き

１月１７日（日）

三方五湖のひとつ日向湖と日本海を結ぶ日向運河に地元の青年達が豊漁を願って
飛び込み、東西に渡した大綱を手や歯で切り合う神事です。国選択無形民俗文化財。
場所：日向橋（美浜町日向）
、橋の両サイドが観覧に◎
お問い合わせ：美浜町観光戦略課 TEL0770-32-6705

～幻想的なイルミネーション(2 月 14 日まで)～
■展示温室イルミネーション
温室のイルミネーションで、異空間の華やかさに包まれます。
場所：総合グリーンセンター（坂井市丸岡町楽間 15）
お問い合わせ：福井県総合グリーンセンターTEL0776-67-0002

■光のさんぽみち in だるまちゃん広場
だるまちゃん広場全体をイルミネーションが彩ります。
場所：武生中央公園だるまちゃん広場（越前市高瀬２丁目）
お問い合わせ：越前市にぎわいづくり課 TEL0778-22-3007

～おすすめグルメ情報～
冬の味覚の王者・越前がに
＊おいしさの秘密に迫る、５つのポイント！
①越前海岸沖は急深で漁場が近く、日帰り漁が可能なので、鮮度抜群！
②越前がにのブランドの証・黄色いタグ付き（水揚げ港名を明記）
③日本で最も歴史があるズワイガニ漁
④甲羅に付着している黒い粒は、カニビルの卵。かにの身入りが良い証拠！
⑤全国で唯一の皇室献上ガニ
漁期：越前がに（オス） 11/6～3/20
せいこがに(メス) 11/6～12/31
水がに

2/19～3/20

アドレス：http://www.fuku-e.com/200_gourmet_calendar/15_kani/

「若狭ふぐの宿」で、絶品のふぐ料理を堪能！
若狭と言えば、冬の味覚の代表格「若狭ふぐ」がイチオシ！日本海の荒波にもまれ
るため、しっかり身が締まり、脂の乗りが良いので、美味しさ抜群です。
福井県では、若狭ふぐを提供するお宿の認証制度を行っています。
この冬は、
「若狭ふぐの宿」で絶品のふぐ料理をお楽しみください。
アドレス：http://info.pref.fukui.lg.jp/suisan/fuguyado/＞
２

お待ちかねの酒蔵開放
３月７日（日）予定。朝搾った「今朝しぼり」や酒粕剥がしなど、お楽しみいっぱい！
交通：丸岡城の麓、えちぜん鉄道の駅から会場まで無料シャトルバスあり。
場所：久保田酒造合資会社（坂井市丸岡町山久保）
お問い合わせ：久保田酒造合資会社 TEL0776-66-0123

真冬にも楽しめる、いちご狩り
■いちご園いちごめぐり（おおい町）
食べ放題のいちご狩りを満喫！バリアフリーで車椅子やベビーカーもご利用できます。
時期:１２月上旬～翌５月中旬

場所：おおい町小車田

所要時間：1 時間

料金:大人(中学生以上)2,100 円、小学生 1,500 円、3 歳から（小学生未満）1,000 円
お問い合わせ：合同会社くだものがかり TEL080-2958-6695

■ジョリーファーム

いちご農園（高浜町）

紅ほっぺ、よつぼし、章姫などいろんな味を楽しめます。特に「紅ほっぺ」がおすすめ。
時期:１月中旬～翌５月中旬

場所：高浜町和田

所要時間：1 時間

料金:大人(中学生以上)2,100 円、小学生 1,500 円、3 歳から（小学生未満）1,000 円
お問い合わせ：TEL0770-50-9024

～新施設＆リニューアル施設～
＊ブータンミュージアムがリニューアル（勝山市）
福井市から豊かな自然に恵まれた勝山市鹿谷町へ移転したブータンミュージアム。
民族衣装等の展示や関連資料から、ブータンの生活や文化を体感することができます。
開館：午前 11 時～午後 5 時、月曜休み、入館無料
お問い合わせ：ブータンミュージアム TEL0779-64-527

＊鯖江市観光案内所がリニューアル（鯖江市）
ＪＲ鯖江駅構内の観光案内所に鯖江の眼鏡、漆器、繊維産業をＰＲする拠点「鯖江
駅眼鏡」が新設されました。眼鏡職人の作業風景の見学や、眼鏡枠の材料を使用した
製作体験コーナーもあり、ものづくり産業にふれることができます。また、蒔絵を施
したフレームなど鯖江オリジナル眼鏡の購入も可能。営業：午前 10 時～午後 6 時
お問い合わせ：鯖江市観光案内所 TEL0778-51-2229

＊タケフナイフビレッジに新工房が完成（越前市）
三角形の斬新なデザインの新工房には、職人の刃物作りの見学ができる施設や包丁
等を販売する売店が設置されました。また、横にある共同工房には、打刃物の歴史な
どを紹介する資料館もあります。福井の伝統工芸・打刃物に親しんでみませんか。
お問い合わせ：タケフナイフビレッジ協同組合 TEL0779-88-8117

＊敦賀ムゼウムがリニューアル（敦賀市）
敦賀港は、第２次世界大戦中に杉原千畝から「命のビザ」を発給されたユダヤ難民
が上陸した日本唯一の港です。新しくなった資料館「人道の港 敦賀ムゼウム」では、
大型スクリーンを備えたシアターで時代背景を学んだり、
「敦賀上陸」と記載ある杉
原ビザや貴重な資料の画像データ等を読んだり、杉原のインタビュー音源も聞くこと
ができます。敦賀ムゼウムで敦賀の歴史を学び、平和の大切さを考えてみませんか。
入館料：大人 500 円、小学生以下 300 円
お問い合わせ：人道の港発信室 TEL0770-22-8129

～素敵な写真や動画を募集～
＃まるごと私の好きな福井県キャンペーン実施中！
「私の好きな福井県」をテーマに福井県内で撮影した風景・グルメ・体験等の写真
を募集しています。抽選で福井県ならではの景品が当たります。「行ってみたい！」
と思ってもらえるような写真をお待ちしています。締め切りは、1 月 31 日(日)。
お問い合わせ：（公社）福井県観光連盟 TEL0776-23-3677

「若狭路フォトミッション２０２０」募集中！
若狭湾観光連盟は、「若狭路の思い出」をテーマに嶺南６市町で撮影した写真・動
画を募集中。入賞者には宿泊券や特産品をプレゼント。締め切りは 1 月 31 日(日)。
お問い合わせ：事務局 TEL0776-60-2000

～おすすめイベント～
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントの中止や内容変更になる場合があ
ります。お出かけ前には、ご確認ください。

●永平寺除夜の鐘とライトアップ１２月３１日（木）午後 11 時～１日午前 3 時
約７７０年前に道元禅師によって創建された曹洞宗大本山・永平寺。新年を迎える
にあたり、普段は通行できない「唐門」が開き、初詣ができます。
場所：大本山永平寺（永平寺町上志比）
交通：中部縦貫自動車道永平寺参道 IC から車で 10 分
お問い合わせ：永平寺町観光物産協会

●古式鍛錬「初打ち」

TEL0776-61-1188

１月１日（金）午前０時

烏帽子に白装束の職人たちが、７００年前から伝わる刃物の古式鍛錬法を披露し、
新年の無事を祈願します。フォトコンテストがあるので、初撮影はいかが。
場所：タケフナイフビレッジ（越前市余川町越前の里前）
交通：福鉄越前武生駅から池田行き福鉄バス「味真野神社前」下車
北陸自動車道武生 IC から車で 10 分
お問い合わせ：タケフナイフビレッジ TEL0778-27-7120

●勝山年の市

１月３１日（日）

早朝から本町通りに、木工品や民芸品、勝山の特産品の店が勢ぞろいし、買い物客で
賑わいます。勝山が誇る名工たちの技の競演は必見！
場所：勝山市本町通り 駐車場：あり
交通：えちぜん鉄道勝山駅から徒歩 5 分 中部縦貫自動車道勝山 IC から車で 10 分
お問い合わせ：勝山商工会議所

TEL0779-88-0463

●越前おおの冬物語／でっち羊かんまつり２月６日（土）～７日（日）
澄み切った冬の夜空に打ち上がる花火、雪見灯ろうやイルミネーションなど冬の大野
を幻想的に彩ります。冬限定スイーツ「でっち羊かん」の食べ比べも楽しめます。
場所：越前おおの結ステーションほか
交通：ＪＲ越前大野駅から徒歩 15 分
お問い合わせ：(一社）大野市観光協会 TEL0779-65-5521

●水海の田楽能舞

２月１５日（月）

約７５０年前、時の執権北条時頼がこの地を訪れた際、村人に「能舞」を教えたこ
とが始まりです。田楽能舞は国の重要無形民俗文化財で、池田町が誇る伝統行事です。
場所：鵜甘神社（池田町水海）
交通：北陸自動車道武生または鯖江 IC から車で 40 分
お問い合わせ：いけだ農村観光協会

TEL0778-44-8060

●第１７回若狭高浜ひなまつり

２月中旬～３月３日（水）

各商店や一般の家庭が、豪華絢爛な段飾りや江戸時代のひな人形など約１００点を
展示します。高浜の街なかを散策しながら、地元の人との触れ合いも楽しんでください。
場所：本町・中町商店街周辺（福井県高浜町）
交通：ＪＲ若狭高浜駅から徒歩 10 分 無料休憩所や駐車場あり。
お問い合わせ：高浜まちづくりネットワーク TEL0770-72-2740

●右近家

ひな人形展

２月１８日（木）～３月２３日（火）

江戸時代から明治時代にかけて日本海海運で活躍した「北前船」をテーマにした資
料館で、大正時代の貴重なひな人形を紹介します。
場所：北前船主の館右近家（南越前町河野）
交通：ＪＲ武生駅からバスで 30 分
お問い合わせ：北前船主の館右近家 TEL0778-48-2196

●すりばちやいと

２月２０日（土）
、３月２日（火）

元三大師が悪病に苦しむ庶民を助けようと始めた加持秘法で、頭にかぶる護摩炉がすり
ばちに似ていることからこう呼ばれ、全国的にも珍しい行事です。頭痛など諸病に効果
があると言われています。最近では、頭が良くなると受験生の参拝も目立ちます。
場所：中道院（鯖江市長泉寺町）
交通：北陸自動車道鯖江 IC から車で 5 分
お問い合わせ：TEL0778-51-1870

●勝山左義長まつり

２月２７日（土）～２月２８日（日）

奥越前に春を呼ぶ奇祭と知られ、櫓の上で赤い長襦袢姿の男たちが三味線や笛等のお
囃子に合わせて太鼓をたたきます。最終日は盛大なドンド焼でフィナーレを迎えます。
場所：勝山市市街地、弁天緑地公園
交通：中部縦貫自動車道勝山 IC から車で 10 分
お問い合わせ：勝山左義長まつり実行委員会 TEL0779-88-8117

●お水送り

３月２日（火）

水と炎が織り成す幽玄の世界。約２㎞の松明行列の後、鵜の瀬で香水を清流に流し
ます。香水は１０日間かけて奈良に届くといわれ、若狭と奈良をつなぐ伝統行事です。
場所：神宮寺～鵜の瀬（小浜市）
交通：北陸自動車道敦賀 IC から車で 60 分
舞鶴若狭自動車道小浜西 IC から車で 30 分
お問い合わせ：若狭おばま観光案内所

●三方五湖梅まつり

TEL0770-52-3844

３月上旬

三方五湖周辺では約８万本の梅林が見ごろを迎えて、一足早い春の訪れを感じられます。
若狭町の特産品の販売や、もちまき、汁ものが振る舞いもあります。
場所：梅の里会館（若狭町）
交通：舞鶴若狭自動車道若狭三方 IC から車で 10 分
お問い合わせ：梅の里会館 TEL0770-46-1501

＊福井の耳より情報＜ふくみみ＞＊
■福井の総菜は、「お幸ざい」
福井市旅館業協同組合は、福井の素材を使って調理した昔ながらの総菜を「お幸ざい」
と命名し、福井の食を全国に発信していきます。福井へお越しの際は、里芋の煮っころ
がしや麩の辛し和え、たくあんの煮たのなど、豊かな郷土食をぜひご賞味ください。
お問い合わせ：福井市旅館業協同組合 TEL0776-22-7449

■来年、県内最大規模の「道の駅」がオープン
大野市は、来年４月２２日の「道の駅の日」に合わせて、中部縦貫自動車道大野東イン
ターチェンジ近くに道の駅「越前おおの荒島の郷」をオープンすると発表しました。地元
の美味しい特産品や県内初出店のモンベルにカヌーやクライミングのアウトドア体験など、
充実した内容になっています。来春は、自然豊かな奥越のドライブをお楽しみください。

お問い合わせ：大野市道の駅推進課 TEL0779-64-4828

■県内道の駅初、観光駅長にロボット就任
道の駅九頭竜にモバイル型ロボット「ロボホン」が観光駅長に就任しました。一体はタ
ブレット端末で、観光スポット、食、施設、福井弁の４項目の中から選ぶと説明してくれ
ます。もう一体は持ち歩きタイプで、近くの恐竜モニュメントなどの前で解説してくれま
す。観光駅長に会いに、道の駅九頭竜に立ち寄ってみませんか。

お問い合わせ：道の駅九頭竜 TEL0779-78-2300

■ＲＥＮＥＷが、国交省地域づくり最高賞
本年度の国土交通省の地域づくり表彰で、丹南地区で活動する「ＲＥＮＥＷ実行委員会」
が最高賞の国土交通大臣賞を受賞しました。漆器や眼鏡・和紙など地場産業のものづくり
を体験するイベント開催、産地への若者移住や後継者確保等の成果や新たな店舗開設など
地域の活性化に大きく貢献したことが高い評価を受けました。

お問い合わせ：TSUGI（ツギ）TEL0778-65-0048

■新ブランド「敦賀真鯛」
「敦賀真鯛」は敦賀湾で養殖したマダイのことで、栄養価の高いカニの殻を混ぜた餌を
与えているので病気に強く、身が締まって脂がのっている点が特長です。主に県内向けに
年間約５０トンを出荷しています。現在、敦賀真鯛を使った新メニューや加工品などを開
発しており、地域の新たな特産品として注目されています。

福井の観光のことなら！ふくいドットコム http://www.fuku-e.com/
福井県の観光のお問い合わせは、（公社）福井県観光連盟℡０７７６－２３－３６７７

