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＜Ｒ4.1～3 月＞

おすすめは、可憐な越前水仙にグルメ待望の越前がに＆若狭ふぐ、
冬ならではの体験やイベントあり！魅力いっぱいの冬の福井へ。

～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（国指定無形民俗文化財）～
■敦賀西町の綱引き（夷子・大黒綱引き）１月１６日（日）14:00～
４００年以上前から伝承されてきた伝統行事。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われています。
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１６日（日）14:00～

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

～奥越前に春を呼ぶ奇祭～
■勝山左義長まつり

２月２６日（土）～２月２７日（日）13:00~22:00

300 年以上の歴史を持つ、奥越前に春を呼ぶ奇祭です。各町内に 12 基の櫓を建て、そ
の上で赤い長襦袢姿の大人や子どもが三味線や笛等のお囃子に乗って太鼓をたたきます。
独特なおどけ仕草で浮かれる様は、全国で勝山左義長だけです。各櫓を回って、お楽し
みください。
場所：勝山市市街地、弁天緑地公園
時間：13:00～22:00（土）、9:00～22:00（日）＊どんど焼 20:00～
お問い合わせ：勝山左義長まつり実行委員会 TEL0779-88-8117

～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/＞

お待ちかねの酒蔵開放
３月６日（日）予定。当日限定の日本酒や酒粕剥がしなど、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

～素敵な写真や動画を募集～
＃私の好きな福井県２０２１秋冬

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(月)。
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２０２１」募集中！
「若狭路のお宝を採集せよ！」が今回のミッションです。絶品グルメ、映えるスイ
ーツ、自然豊かな絶景まど、嶺南６市町で撮影したあなたの宝の写真・動画を募集中。
入賞者には宿泊券や特産品をプレゼント。1 月 31 日(月)が締め切りです。
お問い合わせ：若狭路フォトミッション事務局 TEL0776-60-2000

～冬ならではの体験＆イベント～
■スノーパーク
幼児から小学生までを対象とした、ソリやタイヤチューブを使った滑走が楽しめる小
さなゲレンデと、空気の入ったふわふわすべり台を置いた幼児エリア、雪合戦や雪玉射
的などができる広場を用意しています。雪遊びを楽しんだ後は、更衣室利用や休憩もで
き、お弁当場所の提供、杉の間伐材を使った体験コーナー等もあります。ご家族連れで
一日ゆったり過ごすことができます。
期間：1 月中旬～2 月下旬（雪のある間） 時間：9:00～16:00
場所：ちくちくぼんぼんのグラウンド（坂井市丸岡町山口 60-8）
お問い合わせ：ちくちくぼんぼん（坂井市竹田農山村交流センター）TEL0776-50-2393

■かまくら祭り
少人数でかまくらを作るイベントです。大きさではなくアイディアを重視した審査な
ので、ご家族や子供たち同士で参加できます。表彰の後は、地区の方によるどんど焼き
セレモニー参加と、かまくらに蝋燭を置いて点火した後はイルミネーションと合わせた
イベントも開催します。夜の闇に浮かぶライトアップされたかまくらで思いっきり遊ん
だ後は、ちくちくぼんぼんで宿泊します。
期間：2 月 5 日（土）～ 2 月 6 日（日） 時間：13:00 から翌日の 9:00 まで
場所：ちくちくぼんぼんのグラウンド（坂井市丸岡町山口 60-8）
お問い合わせ：ちくちくぼんぼん（坂井市竹田農山村交流センター）TEL0776-50-2393

■世界に１つだけの雪のお家・イグルー作り
イグルーとは、ブロックのように雪を固めて、積み木のように積んで作る、西洋のか
まくら。ブロックを積み重ねて作るので、かまくらよりも短時間でできます。窓や入り
口も作って、世界に１つだけの雪のお家が作れます。みんなで協力してお家を作った後
は、鍋ラーメンなどを作って食べてほっと一息。雪国ならではの経験ができます。
料金：１グループ 4,000 円（食材 2 名分、インストラクター１名分含む）
所要時間：4 時間 持ち物：長靴、長袖、長ズボン、暖かい恰好、飲み物、手袋
場所：農村 de 合宿キャンプセンター（池田町菅生 23-42）
お問い合わせ：いけだ農村観光協会 TEL0778-44-8060

■スノーシュートレッキングツアー
自然豊かな池田町で、スノーシューを履いて、園内を散策するガイドツアーです。
いちめん銀世界の中で、ココロもカラダもリフレッシュ！！
期間：1 月 8 日（土）～ 2 月 27 日（日）の土日のみ（積雪時）
時間：①10:30～②13:30～
場所：ツリーピクニックアドベンチャーいけだ園内（池田町志津原 28-16）
お問い合わせ:ツリーピクニックアドベンチャーいけだ TEL0778-44-7474

～幻想的なイルミネーション～
■ゆりの里イルミネーション（年中）
ゆりの里公園はゆりやバラの季節だけでなく、夜はイルミネーションやプロジェ
クションマッピング等で色鮮やかな空間を一年中楽しむことができます。
場所：ゆりの里公園（坂井市春江町石塚 21-2-3）
時間：19:00～21:30(21:30 閉館) 定休日は毎週火曜日
お問い合わせ：TEL0776-58-0100

HP: https://yurinosato.com

■あわら桃源郷（12 月～1 月頃の予定）
「竹灯り」があわら温泉街に設置され、冬のあわらを優しい癒やしの光で包みます。
場所：あわら温泉湯のまち広場、ａキューブ（予定） 時間：夕方～夜の予定
お問い合わせ：あわら市経済産業部観光振興課 TEL0776-73-8029

■たけふまちなかイルミネーション（12 月中旬～1 月中旬）
武生のまちなか（越前市役所庁舎前ひろば、蔵の辻、だるまちゃん広場）をさまざ
まなイルミネーションで彩ります。
場所：武生中央公園だるまちゃん広場（越前市高瀬 2 丁目）
、越前市役所庁舎前

時間：17:00～22:00
お問い合わせ：越前市にぎわいづくり課 TEL0778-22-3007

■西日本最大

越前焼「三千色の陶あかり」（10 月 30 日～1 月 30 日金土日祝）

越前焼『陶あかり』が創り出す幻想的な光の空間。みんなが作った 3000 個の手作
り陶あかりが日本庭園を色鮮やかに染め上げます。陶芸村でしか見られない世界です。
場所：福井県陶芸館・幽石庭（丹生郡越前町小曽原 120-61）
時間：17:00～19:00（最終入場 18:30）
お問い合わせ：福井県陶芸館 TEL0778-32-2174 HP: https://www.tougeikan.jp/

～かわいいペンギンのお散歩～
■オウサマペンギンのお散歩
南極周辺の寒い地域に生息しているオウサマペンギンが気温の低い冬季限定で館内をお
散歩。体長約 90cm の世界で 2 番目に大きいペンギンが目の前を歩く姿は圧巻。
期間：11 月 27 日（土）～ 2 月 28 日（月）※予定

時間：①11：25 ②15：10

■ペンギンの初詣
通年行っているペンギンのお散歩が「初詣」バージョンに。広場内に「人鳥(ペンギン)
神社」が設置され、ペンギン達が神社を参拝します。下記①③の時間帯はオウサマペン
ギン、②の時間帯はフンボルトペンギンのお参りをお楽しみください。
期間：1 月 1 日（土）～ 1 月 10 日（月祝）時間：①11：25 ②13：20 ③15：10
場所：ペンギン広場
お問い合わせ先：越前松島水族館 TEL0776-81-2700
HP: https://www.echizen-aquarium.com/

～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（金）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）
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（土）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）
お問い合わせ：タケフナイフビレッジ TEL0778-27-7120

●新春舞踊

１月２日（日）予定

芦原芸妓が三味線に合わせて長唄や小唄などの演目を披露し、新年を祝います。
「おまわりほい」などのお座敷遊びも体験できるかも！
場所：セントピアあわら（あわら市温泉 4 丁目 305）
（予定）
お問い合わせ：あわら市経済産業部観光振興課 TEL0778-27-7120

●勝山年の市

１月２７日（日）8:30～14:00

「馬の角以外揃わないものはない」と言われたほど勝山市の特産物がそろう大規模の市
です。勝山が誇る名工たちの技の競演は、一見の価値あり！
場所：勝山市本町通り周辺
お問い合わせ：勝山商工会議所

●越前おおの冬物語

TEL0779-88-0463

２月５日(土)～６日(日)17:00~19:00

雪見灯ろうが並び、やわらかな灯りが城下町を幻想的に照らします。
場所：越前おおの結ステーション（大野市明倫町 3-37）
お問い合わせ：(一社）大野市観光協会 TEL0779-65-5521

●越前おおのふるさと味物語／でっち羊かんまつり ２月５日(土)～６日(日)
越前大野の特産品や地元グルメが大集合するイベントです。大野の冬のお菓子・
でっち羊かんのお店が集まるので、味や食感が様々な羊かんを食べ比べてください。
場所：越前おおのまちなか交流センター（大野市明倫町 3-37）
お問い合わせ：大野商工会議所 TEL0779-66-1230

●水海の田楽能舞

２月１５日（火）

約７６０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）
お問い合わせ：池田町教育委員会 TEL0778-44-8060

●第１８回若狭高浜ひなまつり

２月中旬～３月３日（木）

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）
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１７日（木）～３月２２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 2-15）
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（日）
、３月２日（水）

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、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）
お問い合わせ：中道院 TEL0778-51-1870

●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）
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。
若狭町自慢の梅製品をはじめ、特産品の販売などがあります。
場所：梅の里会館（若狭町）
お問い合わせ：梅の里会館 TEL0770-46-1501
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

