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寺永平寺
春といえば、桜。福井のおすすめ桜や日本海側一のつつじなど、いろんな
花めぐりが楽しめます。うららかな春のひとときを福井で過ごしましょう！
永平寺
盛りだくさん。イチオシ桜や色鮮やかなつつじなど､花めぐりも楽しめます。
見逃せない！福井おすすめの桜永平寺
さあ、うららかな春の福井をエンジョイしてください。
＜王道の桜・日本のさくらの名所１００選＞

足羽川桜並木・足羽山公園
日本一のスケールといわれる約６００本、２．２km もの足羽河原の桜並木は圧巻。
桜まつりのライトアップ（18:00～21:30）では、幻想的な桜のトンネルが楽しめます。
また、足羽山は約３，５００本のソメイヨシノで山全体が桜一色になります。
場所：足羽川左岸九十九橋付近（臨時駐車場有）
お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL0776-20-5346

丸岡城（霞ケ城公園）４月１日(金)～２０日（水）丸岡城桜まつり
桜の名所１００選のひとつ。約４００本のソメイヨシノの上に浮かぶ幻想的な天守
は見事です。メインイベントはステージショーやお茶会、物産販売など。
場所：霞ヶ城公園周辺（イベント：丸岡城駐車場）
お問い合わせ：坂井市丸岡観光協会 TEL0776-66-5880

＜越前・若狭の二大しだれ桜＞
足羽神社（福井市・天然記念物）
継体天皇を主神とする越前地方最古の足羽神社、樹齢３５０年
を超える美しいしだれ桜に魅了されます。
場所：足羽神社(福井市上町 108）
お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL0776-20-5346
妙祐寺（小浜市・天然記念物）
高さ約１７ｍの華やかな枝ぶりが人気のしだれ桜、夜間のライトアップは幽玄そのもの。
場所：妙祐寺（小浜市中井 13-60）

お問い合わせ：妙祐寺 TEL0770-58-0280 若狭おばま観光案内所 TEL0770-52-3844

＜歴史ある石垣と桜の美しさ＞
福井城址（福井市）
お堀の桜並木と歴史を感じさせる石垣とのコントラストが美しく、散る花びらが水面を
覆う優美な様は必見です。ベンチや眺望スポットが設置され、藩主気分に浸れます。
お問い合わせ：福井県財産活用推進課 TEL0776-20-0252

＜校庭の真ん中に咲く、愛すべき桜＞
味真野小学校の桜（越前市）
樹齢１４０年を超えるエドヒガンザクラに咲き誇る桜は一見の価値あり！
３月下旬～４月上旬に優美なライトアップが楽しめます。(19:00～21:30)
場所：味真野小学校（越前市池泉 9-1）
お問い合わせ：味真野観光協会 TEL0778-27-1110

＜正統派・県指定天然記念物の桜＞
薄墨桜（越前市）４月中旬

はながたみまつり

世阿弥の謡曲「花筺」の舞台で名高い「花筺（かきょう）公園」。約千本の桜が咲き誇り、
県の天然記念物「薄墨桜」もおすすめ。
場所：花筐公園（越前市粟田部町 17-20）
お問い合わせ：はながたみまつり実行委員会（花筐自治振興会）
TEL0778-42-3710
神子（みこ）の山桜（若狭町）４月上旬～中旬
常神半島神子地区の山桜。地元では「千本桜」と呼ばれ、
桜と海の青とのコントラストは絶景。船上からの花見はイチオシ！
お問い合わせ：若狭三方五湖観光協会 TEL0770-45-0113

＜しだれ桜の美＞
一乗谷糸桜（しだれ桜）のライトアップ（福井市）４月中旬
糸桜の開花時に合わせ、朝倉氏遺跡の唐門を中心に、１０日間にわたりライトアップ。
場所：一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町）
お問い合わせ：朝倉氏遺跡保存協会 TEL0776-41-2330
竹田の里しだれ桜（坂井市）４月２日（土）～２３日（土）しだれ桜まつり
約１００本のしだれ桜が咲き乱れる様は圧巻です。夜桜のライトアップは、おすすめ。
週末にはしだれ桜クラフトフェアが行われます。
場所：たけくらべ広場（坂井市丸岡町山竹田）
お問い合わせ：竹田コミュニティセンターTEL0776-67-2543
越前陶芸村のしだれ桜（越前町）４月９日（土）～１０日（土）しだれ桜まつり
自然とアートが調和した越前陶芸公園に数百本のソメイヨシノとしだれ桜が咲き誇り
ます。クラフト市やご当地グルメの販売などがあり、春の一日を楽しめます。
場所：越前陶芸村（越前町小曽原）
お問い合わせ：越前陶芸村しだれ桜まつり実行委員会 TEL0778-32-2174

＜残雪と桜の饗宴＞
九頭竜弁天桜（勝山市）弁天桜まつり

４月中旬

白山連邦を背に、九頭竜川の堤防に沿って 1.5 ㎞の桜並木が
続き、夜は行燈の明かりが桜を照らします。
山々の残雪とのコントラストは、息をのむ美しさ！
場所：勝山弁天緑地周辺
お問い合わせ：勝山市商工観光・ふるさと創生課 TEL0779-88-8117

～桜だけじゃない！おすすめ福井の花・華～
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●カタクリ（大野市） ３月下旬～４月中旬 かたくりまつり
１００万本ものカタクリが斜面いっぱいに咲く姿は、色鮮やかで圧巻。四季折々に花咲く里。
場所：矢ばなの里（大野市矢） お問い合わせ：矢環境緑化実行委員会 TEL0779-66-5949
●カタクリ（南越前町） ４月上旬～中旬
カタクリが約３ha にわたり群生し、藤倉山の斜面が紫色に。カタクリ鑑賞と今庄宿の散策を！
場所：新羅神社（南越前町今庄） お問い合わせ：南越前町今庄観光協会 TEL0778-45-0074
●菜花（鯖江市）

４月上旬 さばえ菜花まつり

圃場一面に色鮮やかな菜花が広がります。会場では、さばえ菜花を使った料理が味わえます。
場所：舟枝町（鯖江市） お問い合わせ：鯖江市農林政策課 TEL0778-53-2233
●シバザクラ（大野市） ４月下旬～５月中旬 シバザクラまつり
群生するピンク色のシバザクラは、まるで花の絨毯のようで、大勢の人が訪れます。
場所：乾側地区（大野市下丁(しもようろ）
） お問い合わせ：乾側公民館 TEL0779-66-3756
●ハナモモ（大野市） ４月下旬～５月上旬
１５０本ものハナモモが一面に咲く様は圧巻。ローカル線とのロケーションがおすすめ。
場所：JR 勝原駅周辺（大野市勝原） お問い合わせ：大野市商工観光振興課 TEL0779-66-1111
●ゆり（坂井市）

６月１日（水）～３０日（木）

ゆりフェスタ

約１５万輪のゆりが咲き誇る公園。フェア中は、ゆり球根等の販売、週末のイベントあり。
場所：ゆりの里公園（坂井市春江町石塚）お問い合わせ：ゆりの里公園管理事務所 TEL0776-58-0100
〇ラベンダー畑（坂井市）６月中旬～下旬
六千平方メートルの畑地にラベンダーの紫色の花が一面に咲きます。花や株などの販売あり。
場所：坂井市三国町加戸 お問い合わせ：三国ラベンダーファーム TEL0776-82-3543
●花菖蒲（福井市） ６月上旬～中旬

花しょうぶ祭

「花菖蒲の寺」と呼ばれる大安禅寺。まつりでは花展や茶会、貴重な寺宝展も開催。
場所：大安禅寺（福井市田ノ谷町） お問い合わせ：大安禅寺 TEL0776-59-1014
●バラ園（レインボーライン） ６月上旬～下旬
三方五湖にちなみ５つの花園が広がり、１１０種６００株のばらが咲き乱れます。
場所：レインボーライン（若狭町気山） お問い合わせ：㈱レインボーライン TEL0770-45-2678

●あじさい（福井市）６月中旬～７月初旬
福井の花・あじさい。約１万５千株のあじさいが咲き誇り、山全体が薄紫色に。
場所：足羽山（福井市足羽）お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL0776-20-5346

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。
■第３７回ふくい桜まつり３月２６日（土）～４月１０日（日）
さくら色に染められた福井城下を彩る「ふくい桜まつり」
。福井の誇る「歴史」
「自然」
「文化」を体験で
きるプログラム、特別な「食」のおもてなしなど、福井の魅力を存分に堪能できる、春の一大イベント。
場所：福井市中心部、足羽川、足羽山
お問い合わせ：ふくい桜まつり実行委員会（福井市おもてなし観光推進課内）TEL0776-20-5346

■花換まつり ４月１日（金）～１５日（金） 10:00～16:00（予定）
「花換えましょう」と声をかけあい、金ヶ崎を訪れた男女がお互いの桜の小枝を交換することによって
想いを伝えあったといわれるロマンチックなお祭りです。
場所：金崎宮（敦賀市金ヶ崎町）
お問い合わせ：
（一社）敦賀観光協会 TEL0770-22-8167

■第３５回名田庄渓流釣り大会

４月下旬

自然豊かな南川上流にて、一般の部と女子・子どもの部の２部門に分かれて渓流釣りが楽しめます。
場所：名田庄・南川上流（集合は、道の駅名田庄エリア）
お問い合わせ：おおい町観光協会 TEL0770-77-1734

■あわら温泉春まつり

４月２９日（金・祝）

温泉の守り神である薬師神社の例祭。芦原芸妓による踊りの奉納、神輿や戦国武将等をモチーフにした
「人形山」
、太鼓を打ち鳴らす「太鼓山」
、芸妓たちが華やかなお囃子を奏でる「桜山」が練り歩きます。
場所：あわら温泉街（田中温泉薬師神社、舟津温泉薬師堂など）
お問い合わせ：あわら市観光振興課 TEL0776-73-8029

■さばえつつじまつり

５月３日（火・祝）～４日（水・祝）10:00～16:00

約５万株のつつじは、日本海側一!新しい生活様式の「空間と時間と癒し」を提供。
「さばえのつつじ」SNS 投稿キャンペーンを開催します。
場所：西山公園（鯖江市桜町）
■河和田塗越前漆器まつり

お問い合わせ：鯖江観光協会 TEL0778-52-2323

５月３日（火・祝）～４日（水・祝）

越前漆器の産地ならではの価格で、漆器の即売会開催。伝統工芸士の実演や絵付け体験等も楽しめます。
場所：うるしの里会館（鯖江市西袋町） お問い合わせ：TEL0778-65-2727
■あじまの万葉まつり ５月３日（火・祝）～４日（水・祝）10:00～16:00

「万葉集」にゆかりのある味真野地区のお祭り。万葉時代の衣装を着た「万葉行列」をメインに
茶道各流派の万葉大茶会、和太鼓やミニコンサート等が行われます。
場所：万葉の里 味真野苑（越前市余川町） お問い合わせ：万葉菊花園 TEL0778-27-7800
■神と紙のまつり

５月３日（火・祝）～５日（木・祝）9:00～16:00

全国で唯一の紙の神様「川上御前」を祭る春の例大祭。1500 年の伝統を誇り、品質・量・種類などで
日本一とされる越前和紙が主役。越前和紙大掘り出し市や書道パフォーマンスなどを行います。
場所：和紙の里通り（越前市新在家町）お問い合わせ：福井県和紙工業協同組合 TEL0778-43-0875

■越前朝倉曲水の宴 ５月５日（木・祝）
男性は狩衣(かりぎぬ）
、女性は小袿（こうちぎ）などの衣装に身を包み、水路に浮かべた酒杯が
流れる間に、和歌や漢詩を詠む平安時代の歌会遊びを再現。雅な時間を楽しんでご覧ください。
場所：一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町）お問い合わせ：朝倉氏遺跡保存協会 TEL0776-41-2330

■子供歌舞伎 ５月上旬
１５０年前から続く子供歌舞伎。小学生の男子が化粧をして色鮮やかな衣装で舞います。
場所：日吉神社周辺（美浜町早瀬） お問い合わせ：若狭美浜観光協会 TEL0770-32-0222
■永平寺花祭り

５月５日（木・祝）

お釈迦様の誕生を祝う｢花祭り」
。永平寺門前参道をお釈迦様ゆかりの白象を引きながら歩く
「稚児行列」をメインに､お子様の健やかな成長を願う､ご家族の愛情がいっぱいのイベント。
場所：永平寺門前通り（永平寺町） お問い合わせ：永平寺町観光物産協会 TEL0776-61-1188

■七間朝市山菜フードピア

５月１４日（土）～１５日（日）

豊かな自然に育まれた農産物や山菜など春の味覚満載。花苗の即売や特産品等も販売されます。
場所：七間通り（大野市元町） お問い合わせ：越前大野七間朝市振興協議会 TEL0779-69-9520
■九頭竜新緑まつり ５月中旬
「森林浴の森百選」に選ばれている会場で山の幸や旬の味覚、ステージイベント等が楽しめます。
場所：九頭竜国民休養地（大野市角野）お問い合わせ：大野市観光振興室 TEL0779-66-1111(代)

■第４１回越前陶芸まつり

５月２８日（土）～３１日（月）

県内屈指の陶器市。素朴で温かみのある「越前焼」をお求めやすい価格で販売。歌謡ショー、
日曜限定のさつきあげ茶会など多彩な催しで、のどかな一日を満喫できます。
場所：越前陶芸村（越前町小曽原）お問い合わせ：越前陶芸まつり実行委員会 TEL0778-32-2000

■今庄そばまつり

５月下旬

地元集落や団体からそば店が出店し、自慢の味が楽しめます。地元ならでは特産品等の販売あり。
場所：今庄３６５スキー場

芝生広場（南越前町板取）

お問い合わせ：南越前町観光まちづくり課 TEL0778-47-8002
■池田大祭

６月９日（木）～１１日（土）

須波阿須疑（すわあづき）神社の例大祭。浦安の舞の奉納（9.10 日）、県指定文化財「池田追分」
や子ども相撲の奉納（9 日）、神輿渡御（10 日）などが行われます。
場所：須波阿須疑神社（池田町稲荷 13-1）お問い合わせ：いけだ農村観光協会 TEL0778-44-8060

■あわら北潟湖畔花菖蒲まつり

６月中旬

昭和 51 年に開園した花菖蒲園。毎年 6 月に約 300 種 20 万本の花が咲き誇ります。花菖蒲株の販売や
ステージイベント、地元名産市、湖上遊覧などが開催されます。
場所：あわら北潟湖畔花菖蒲園（あわら市北潟湖）
お問い合わせ：あわら市観光振興課 TEL0776-73-8029
■河野うめまつり ６月中旬 9:00～15:00（予定）
青梅や梅加工品等の販売、梅もぎ体験、梅干の種飛ばし、梅早つまみ競争などイベント多彩です。
場所：河野シーサイドパーク駐車場（南越前町河野）
お問い合わせ：河野うめまつり実行委員会 TEL0778-48-2111

＊福井の耳より情報＜ふくみみ＞＊
■あわら温泉で、ヨーガ体験

「あわら温泉女将の会」の 12 人が、インドの伝統的な「ヨーガ」を学び、ヨーガアドバイ
ザーに認定されました。今後は、旅館滞在中のヨーガ体験のほか、インドの伝統医学に基づく
体験診断シート作成や体質別の食事の提供など、ヨーガの教えを取り入れたおもてなしを検討
しています。あわら温泉でヨーガでリラックスし、極上の時間をお過ごしください。
お問い合わせ：グランディア芳泉（女将の会の山口由紀会長）TEL0776-77-2555

■十楽の森、オープン！
あわら市山十楽の森にドッグランや飲食などが楽しめる施設「十楽の森」がオープンしまし
た。春に向けて、キャンプやグランピング、森の中で癒されるサウナなどができる予定です。
普段できない遊びを思いっきり森で体感してみませんか。
詳しい情報は、
「十楽の森」のインスタグラムやフェイスブックをご覧ください。

■宿坊妙光寺が、開業
現存 12 天守のひとつ、丸岡城の近くに 1 日 1 組限定の宿坊・妙光寺が開業しました。
田舎の家に帰ってきたようなホッとできる施設で、お城散策や酒蔵めぐり、ものづくり体験を
楽しんでみませんか。丸岡城周辺の観光に最適です。素泊まり限定、1 人 1 泊 6 千円（税込）
場所：妙光寺（坂井市丸岡町石城戸 3 丁目 1） 予約受付：楽天 VacationSTAY
お問い合わせ：城小屋マルコ TEL（0776）65－9912

■越前松島水族館のナイトタイム！
越前松島水族館は、ゴールデンウイーク（4/29～5/5、5/2 除く）にナイター営業およびナイ
トイルカショーを行います。17 時以降に入場の場合は 2 割引きになり、
「ペンギンの羽根」がプ
レゼントされます。ライトアップされた中のイルカショーは幻想的な雰囲気で、おすすめです。
日中と違う水族館で、特別な時間を過ごしてみませんか。
場所：越前松島水族館（坂井市三国町崎 74-2-3）
お問い合わせ：TEL（0776）81－2700

■今春公開、ハザードランプ
嶺南６市町の全ロケで製作された映画「ハザードランプ」が 4 月 15 日（金）から公開され
ます。地方都市を舞台に運転代行で働く男たちの人間ドラマです。榊監督は嶺南には海や山が
あり、映画の雰囲気にぴったりと直感したそうです。この機会に、ぜひ映画をご覧ください。
あなたの知りたい「福井」へアクセス！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 TEL０７７６－２３－３６７７

