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～ふくいの大自然を体感～  

本格マリンスポーツ『サーフィン＆ＳＵＰ』（三国サンセットビーチ） 
三国サンセットビーチで基礎から学べるサーフィン体験、県内で東尋坊を唯一海から見

ることができるサップクルージングを体感できます。 

料金：サーフィン体験 7,100円～、SUP体験 8,200円～ 

所要時間：3時間程度 予約：要（2日前の 24:00まで） 

お問い合わせ：ナンシーTEL0776-82-6918 

 

冒険ダムカヤック（龍ヶ鼻ダム） 
初心者の方も安心して楽しめるシットオンタイプのカヤックです。龍ヶ鼻ダム～竹田渓

谷の四季折々の自然を満喫！体験後はスイーツとドリンクで癒されます。 

日程：4/1(金)～9/30（金）9:00～12:00,13:00～16:00 8/13～8/16要相談 

料金：6,000円（税込）予約：要（3日前の 17:00まで） 

お問い合わせ：竹田農山村交流センター「ちくちくぼんぼん」TEL0776-50-2393 

 

カヤックツアー（九頭竜湖） 
四季折々の九頭竜湖の雄大な景色の中をカヤックで進む自分と動物たちだけ。水音や鳥

の声に耳を傾けながら、非日常の癒し時間を過ごせます。お土産付き。 

日程：4/18(月)～9/30（金）7:30～9:30,9:30～11:30 8/14～8/16 要相談 

料金：中学生以上 5,800円、小学生 5,200円、未就学児 2,300円（税込） 

予約：要（前日の 12:00まで） 

お問い合わせ：奥越前まんまるサイト TEL0779-67-1117 

 

ツリークライミング＆森カフェ（大野市） 

樹上で森の動物たちが見る景色を眺めてみませんか。ガイドがロープワークや器具の装

着を指導します。ツリークライミング後は森のカフェで一息。お土産付き。 

日程：4/1(金)～9/30（金）10:00～12:00,13:00～15:00 8/14～8/16要相談 

料金：中学生以上 4,000円、小学生 3,400円(税込) 予約：要（前日の 12:00まで） 

お問い合わせ：奥越前まんまるサイト TEL0779-67-1117 

 

福井県の大自然の中でアクティブ体験、心も身体もリフレッシュ！ 

 話題のフォトスポットをはじめ、新施設におすすめ宿泊情報と盛りだくさん、 

今年の夏も福井でエンジョイ！ 

 

 



 

星空ハンモック（六呂師高原）   確認すること 
日本一きれいな星空に選ばれた大野市。のどかで牧歌的な風景が広がるアルプスのよう

な場所・六呂師高原で、ハンモックに揺られながらゆったりと澄んだ星空を満喫できます。 

日程：7月～8月①19:30～20:30②21:00～22:00(*日曜は①のみ) 

   9月①19:15～20:15②20:30～21:30(*日曜は①のみ) 

料金：1,500円（ワンドリンク付）、3,500円（食事セット）雨天中止 

お問い合わせ：ミルク工房奥越前 TEL0779-67-1166   

 

メガジップライン＆アドベンチャーボート（池田町）           
 豊かな自然に恵まれた池田町で、日本最大級の「メガジップライン」にチャレンジ！ 

全長約１㎞にわたり、鳥になった気分で森の上空を飛び、壮大なスケールを体感できます。 

また、足羽川の源流を下る全長 2.1㎞のアドベンチャーボートなどもおすすめ。 

料金：メガジップライン    3,700円(所要時間：60分) 

アドベンチャーボート 12,000円(所要時間：約 90分、ボート 1艇 4人乗り) 

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 

 

カヤックツアー（若狭町） 

  季節によって移り変わる山や自然の美しさをカヤックを楽しみながら、満喫します。 

新緑カヤック 4/18(月)～6/30（木）9:00～12:00,13:30～16:30  

夏カヤック 7/1(金)～9/30（金）9:00～12:00,13:30～16:30（水曜休、夏休み無休） 

料金：8,800円(税込) 予約：要（前日の 11:00まで） 

お問い合わせ：自然に大の字あそぼーや TEL0770-47-1008 

 

矢代地区で、ＳＵＰ（小浜市） 

珍しい形の岩々や海からしか入れない洞窟、小さな砂浜など矢代には魅力がいっぱい。

話題の SUPで、若狭湾の絶景スポットへ出かけましょう！ 

日程：5/1(日)～11/30（水） 

料金：レンタル 2 時間 3,000円（ボード・パドル・ライフジャケット） 

お問い合わせ：矢代マリンアクティビティ推進協議会 090-7745-0214 

 

阿納地区で、シーカヤック（小浜市） 

透明度の高い海で、のんびりとカヤックが楽しめます。 

日程：6/1(水)～10/31（月） 

料金：レンタル 2 時間 4,000円（カヤック・パドル・ライフジャケット） 

お問い合わせ：阿納パドラーズクラブ 090-8098-8776（河原ｶﾜﾊﾗ） 

 

 



～話題のフォトスポット～  

復原町並・和傘スカイ 

一乗谷朝倉氏遺跡復原町並に和傘や風鈴などの季節・雰囲気に合った展示スポットを設置。

ドラマチックな光景が広がり、写真を撮れば“インスタ映え”すること間違いなし！ 

期間：5月～11月（予定） 

時間：9:00～17:00（復原町並への入場は 16:30まで） 

場所：一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町） 

お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL（0776）20－5346 

歴史文化施設ぐるっと満喫 

  大野市内の武家屋敷２館に期間限定のフォトスポットが登場します。武家屋敷旧内山家の離

れには城見窓付きの夏障子が、武家屋敷旧田村家には 2,000 を超える風車がずらりと並ぶ風車

棚がお目見え。各施設の雰囲気にもピッタリで、SNS 映えもお楽しみ！ 

実施日：11月 3日（水）まで 

時 間：9:00～16:00（（日曜・祝日は 9:00～17:00） 

場 所：武家屋敷旧内山家・武家屋敷旧田村家 

料 金：1館につき大人 300円 中学生以下無料 

お問い合わせ：大野市観光交流課 TEL（0779）66－1111 

～おすすめ宿泊情報～  

恐竜ルームで過ごす特別な時間 

福井県内には、恐竜をコンセプトにした宿泊室（恐竜ルーム）やロビーなどの共有スペース

を持ったユニークなホテルがあり、家族旅行にぴったりです。恐竜デザインのアメニティや、

お出迎え恐竜などたっぷりと恐竜を堪能ください。詳細は下記へお問い合わせ願います。 

 〇ホテルリバージュアケボノ（全 12部屋）   TEL0776-22-1000 

 〇ホテルフジタ福井（1部屋）         TEL0776-27-8811 

 〇勝山ニューホテル（4部屋）         TEL0779-88-2110 

 〇ホテルハーヴェストスキージャム勝山（5部屋）TEL0779-87-0081 

 〇グランディア芳泉              TEL0776-77-2555 

 ○ニューサンピア敦賀             TEL0770-24-2111 

小浜町家ステイ 

小浜市の重要伝統的建造物群保存地区を中心に古くから残る古民家をリノベーションした、

一棟貸しの古民家宿です。江戸後期から昭和前期のベンガラ格子等が見られる町屋や土蔵が並

ぶ小浜西組三丁町などで、かつての茶屋街の料亭見学などまちなみ観光も楽しめます。 

〇三丁町さのや   〇八幡参道みやけ  〇三丁町ながた 

 〇丹後街道たにぐち 〇丹後街道つだ   〇西津湊かさまつ 

お問い合わせ：おばま観光局 TEL0770-56-3366 



～新施設＆リニューアル情報～  

三国港市場がリフレッシュオープン！ 

三国港市場がリフレッシュ工事を終え、新しいにぎわいの場所としてオープンしました。外

観を一新し、見学スペースや地元の水産物を使用した料理を提供する飲食スペースも新設。朝

市では、新鮮な海産物や地元の野菜、各種総菜やお菓子等が販売されます。次回の朝市は４月

１７日午前７時半からで、それ以降は毎週日曜日に定期的に開催されます。この機会に、ぜひ

三国を訪れて朝市をお楽しみください。 

 お問い合わせ：（一社）三国港市場 TEL0776-50-3921  

 

「ＢＲＩＤＡＬ ＬＡＮＤ ＷＡＫＡＳＡ」がオープン予定 

桂由美さんがメインデザイナーを務めるドレスメーカーのアルファブランカが、ウエディン

グドレスを製造している若狭町の工場に隣接する「BRIDAL LAND WAKASA」を整備中で、４月に

オープン予定です。これまで桂さんがデザインしてきたドレスや世界のブライダル衣装を展示

するほか、屋外では記念撮影ができます。１階にはフォトオフィスやカフェ、屋外には西洋風

の東屋「ガゼボ」などを整備し、２階にはこれまでのデザインのアーカイブのほか、芸能人が

着用したドレスなども展示する予定です。 

お問い合わせ：アルファブランカ TEL0770-45-2311 

 

待望の新博物館が誕生！ 

今年１０月に福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館がオープン予定です。目玉は、居館を原寸で

再現する「朝倉館」や城下町の巨大ジオラマ、発掘された川湊を展示する「石敷遺構展示」で

す。能楽観賞や尺八演奏会を年４回開催するほか、復原町並では「戦国城下町生活再現」も行

い充実した内容になっています。また、朝倉将棋やすごろくなどの遊び体験、時代衣装体験な

ども提供します。この秋、新しい博物館で思いっきり戦国時代を体感してください。 

常設展観覧料：70歳以上 350円、一般 700円、高校生 400円、小中学生 200円 

復原町並との共通券もあります。特別展は 1,000円～1,500円予定。 

お問い合わせ：福井県文化課 TEL0776-20-0582   

  

レインボーラインが、リニューアル 

レインボーライン山頂公園の第１駐車場に、若狭牛や地元食材を使った料理が味わえ、ガラ

ス張りの店内と屋外のカウンターテラスから三方五湖を一望できるレストラン＆カフェ

「RAINBOW(レインボー)」と、地元特産品やおしゃれな雑貨を扱うレインボーショップ「にじい

ろ」が新設されました。ほかにトイレも一新し授乳室も設置され、魅力倍増です。レインボー

ラインの美しい絶景と、地元おすすめメニューや特産品をお楽しみください。 

お問い合わせ：㈱レインボーライン TEL0770-45-2678   

 

 



＊新型コロナウイルス感染拡大の影響で、イベントが中止になる場合があります。   

お出かけの際には、事前にご確認をお願いいたします。                 

～ふくい・夏のイベント情報～ 

■第３０回はすまつり ６月２５日（土）～８月７日（日）9:00～16:00（予定）   
世界の花はす約１３０種が咲き揃う公園で、「象

ぞう

鼻杯
び は い

」やはす染め体験もできます。 

場所：花はす公園（南越前町中小屋） 

お問い合わせ：南越前町観光まちづくり課 TEL0778-47-8002  

■金津祭 ７月１６日（土）～１８日（月） 

山車巡行や山車内でのお囃子、本陣飾りからなる江戸時代から続くお祭りです。 

場所：金津神社、ＪＲ芦原温泉駅前一帯  お問い合わせ：あわら市観光振興課 TEL0776-73-8029 

■越前みなと大花火 ７月１６日（土） 

１万発を超える花火がわずか３０分間の間に打ち上げられる様はまさに港町の大迫力！ 

場所：越前漁港広場（越前町道口） 

お問い合わせ：越前みなと大花火実行委員会事務局 TEL0778-37-1501  

■河野夏まつり ７月２３日（土）16:00～ 花火 20:00～（予定） 

 約 7,800発の鮮やかな花火は圧巻。お楽しみの屋台やライブステージでお祭りムード満点！ 

場所：甲
か

楽
ぶら

城
き

海水浴場（南越前町甲楽城） 

お問い合わせ：南越前町観光まちづくり課 TEL0778-47-8002 

■第４７回あさひまつり ７月下旬  

勇壮なあんどん山車が縦横無尽に町内を駆け巡り、華麗な光と色彩の競演を繰り広げます。 

場所：越前町役場前おまつり広場（越前町西田中 13-5-1） 

お問い合わせ：あさひまつり実行委員会 TEL0778-34-8720 

■若狭マリンピア２０２２ ８月１日（月） 

 小浜の夏を彩る花火大会。スターマインや海や小浜をイメージした形花火など多彩な花火が夜

空に舞い上がり、大人から子供まで楽しめます。前日は、はまかぜ通り商店街で「夜の市」開催。 

場所：白鳥海岸一帯（小浜市小浜白鳥）花火：20:20～20:50 

お問い合わせ：若狭マリンピア実行委員会 TEL0770-64-6021 

■若狭高浜花火大会 ８月１日（月）20:00~20:40 

 高浜の夏の風物詩。スターマインや水中花火など約 3,000 発の花火が全長約 4 ㎞にわたる砂浜

に降り注ぐかのように夜空を彩ります。 

場所：城山海水浴場～若狭和田ビーチ（高浜町） 

お問い合わせ：（一社）若狭高浜観光協会 TEL0770-72-0338 

■あわら湯かけまつり ８月８日（月）～９日（火） 

 お湯が湧く（8・9)日にちなみ開催される「あわら湯かけまつり」。参加者が御輿に一斉に温泉

をかける「お湯かけじゃあ」は温泉場でしか味わえない！福井独特の風習「饅頭まき」もあり。 

場所：あわら温泉湯のまち広場、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅前ロータリー 

お問い合わせ：あわら市観光振興課 TEL0776-73-8029 



■おおの城まつり ８月１３日（土）～１６日（火） 

 夏の一大イベント、夜空を彩る花火大会や地元小中学生の伝統芸能披露などを開催します。 

場所：越前おおの結ステーション ほか 

お問い合わせ：おおの城まつり実行委員会 TEL0779-66-1230 

■越前市サマーフェスティバル ８月１４日（日）～１５日（月） 

 踊り子が練り歩く「ふるさと踊り」（14 日）では、夜の遊園地も楽しめます。約１万２千発の

花火（15日）は夜空と日野川の水面に輝き、見ごたえ十分です。 

場所：武生中央公園、日野川河川緑地（万代橋～帆山橋間） 

お問い合わせ：越前市サマーフェスティバル実行委員会事務局 TEL0778-23-8900 

■第７３回とうろう流しと大花火大会 ８月１６日（火）18:30～  

名勝・気比の松原をバックに繰り広げられる幻想的な一夜。日本海側最大級の花火と約 6,000

個のとうろうが流され、海と空に音と光の豪華絵巻が繰り広げられます。 

場所:気比の松原（敦賀市）  

お問い合わせ：（一社）敦賀観光協会 TEL0770-22-8167 

■名田庄星のフィエスタ ８月中旬      

陰陽師・安倍晴明を祖とする土御門家ゆかりの地、名田庄で開催される星がテーマの夏祭り。

コンサートや名田庄太鼓、花火大会、松上げなどイベント盛りだくさんです。 

場所:あきない館周辺（おおい町名田庄小倉） 

お問い合わせ：（一社）おおい町観光協会 TEL0770-77-1734 

■越前朝倉戦国まつり・越前朝倉万灯夜 ８月２０日（土）～２１日（日）            

戦国大名・朝倉氏一族が栄華を極めた城下町跡。朝倉・浅井連合軍を再現した武者行列、朝倉

館跡や復原町並がろうそくで浮かび上がる「越前朝倉万灯夜」が見どころ。 

場所：一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町） 

お問い合わせ：（一社）朝倉氏遺跡保存協会 TEL0776-41-2330 

■第３５回永平寺大燈籠ながし ８月２０日（土） 

 永平寺の役寮･雲衲衆による大施食法要は必見！約１万基の燈籠が流される幻想的な世界へ。 

場所：九頭竜川永平寺河川公園（永平寺町谷口） 

お問い合わせ：九頭竜フェスティバル実行委員会 TEL0776-61-3921 

■Ｏ・ＴＡ・Ｉ・ＫＯ響２０２２ ８月２０日（土） 

 真夏の風物詩・和太鼓の一大フェスティバル。５尺の大太鼓「明神」をメインに迫力満点！ 

場所：オタイコ・ヒルズ（越前町下河原 37-19-1） 

お問い合わせ：おたまつり＆O・TA・I・KO響実行委員会 TEL0778-36-1111 

■魚と運動会 ８月２１日（日）9:30～（予定） 

 魚と一緒にプールに入り、指定された網で魚をすくい上げる漁港の街ならではの夏のイベント。 

場所：南越前町ダイビングパーク  

お問い合わせ：南越前町河野観光協会 TEL0778-48-2240 

 

 

 

 



■三國湊帯のまち流し ８月下旬 

 初夏の夕暮れ、提灯の灯りが揺れる頃、踊り手たちが三味線や笛に合わせて三国湊の古いまち

なかを踊り流します。情緒あふれるまち流しをお楽しみください。 

場所：三国町旧市街地    

お問い合わせ：一般社団法人三國會所 TEL0776-82-8392 

■敦賀まつり ９月上旬  

戦国絵巻を表現した山車６基が市内を練り歩く山車巡行をはじめ、趣向を凝らしたおまつり広

場やカーニバル大行進、民謡踊りの夕べも見もの。敦賀の街はまつり一色に染まります。 

場所：敦賀市中心部（氣比神宮一帯、本町、神楽町、相生町、駅前商店街） 

お問い合わせ：敦賀まつり振興協議会事務局 TEL0770-22-8122 

■あわら観月の夕べ ９月４日（日）  

 あわら市を代表する景勝地のひとつ・北潟湖畔。毎回好評の湖上花火をはじめ、地域の特産品

が楽しめるグルメ市や芸能ステージ、北潟湖を活かしたアクティビティーなど充実した内容です。 

場所：あわら北潟湖畔公園、北潟湖サイクリングパーク 

お問い合わせ：あわら観月の夕べ実行委員（あわら市観光振興課内）TEL0776-73-8029 

■放生祭（ほうぜまつり） ９月１７日（土）～１８日（日） 

３００年前から伝わる若狭地方最大の秋祭り。勇壮な山車、大太鼓等が市街を練り歩きます。 

途中で八幡神社に宮入りし、伝統芸能を披露します。 

場所：八幡神社（小浜市男山）～小浜市街地 

お問い合わせ：若狭おばま観光案内所 TEL0770-52-3844 

■街道浪漫・今庄宿 ９月１８日（日）9:00～16:00（予定） 

北国街道の宿場町「今庄宿」。今庄自慢のおろしそばや地酒、焼き鯖、茶飯など模擬店が並び

賑わいます。千年の歴史を持つ県無形民俗文化財指定の今庄羽根曽（はねそ）踊りは必見！ 

場所：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 

■越前さかなまつり ９月２４日（土）～２５日（日） 

 新鮮な海産物の即売や海鮮グルメ、魚のつかみどりや漁船乗船体験など盛りだくさん。 

場所：厨漁港広場（越前町厨)  お問い合わせ：越前さかなまつり実行委員会 TEL0778-37-1234 

 

～おすすめ宝探し～  

戦国宝探し 

今年も一乗谷朝倉氏遺跡を舞台にした宝探しを開催します！宝の地図に書かれた謎を解きな

がらキーワードを集めます。キーワードの正解者の中から抽選で豪華景品をプレゼント。 

期間：７月下旬～１０月（予定） 

時間：９：００～１７：００（復原町並への入場は１６：３０まで） 

場所：一乗谷朝倉氏遺跡（福井市城戸ノ内町） 

お問い合わせ：福井市おもてなし観光推進課 TEL（0776）20-5346 

 



 

＊福井の耳より情報＜ふくみみ＞＊ 

●ＪＲ福井駅周辺に恐竜エリアが拡大 

  ２０２４年春の北陸新幹線県内延伸に向けて、県は２２年度からＪＲ福井駅周辺で恐竜をテー 

マにし観光客を迎える準備を始めます。駅西口では、大型の恐竜モニュメント２体の増設や県内 

情報を発信する恐竜型ロボット「恐竜コンシェルジュ」の設置、中央大通り南側には恐竜足跡や 

影ペイントなどを配置、駅東口には巨大恐竜のラッピングなどを行い、「恐竜王国ふくい」をア 

ピールしていきます。福井駅に降りたら、まずは恐竜ワールドをお楽しみください。 

 

●敦賀駅西のエリア名称「オッタ」に決定 

北陸新幹線敦賀開業に向け整備を進めている敦賀駅西エリアの名称が TSURUGA POLT 

SQUARE「otta」（ツルガ ポルト スクエア オッタ）に決まりました。敦賀の方言「おった

（いる）」が由来で、日常的なにぎわいと交流を生み出す出会いの場という意味が込められ

ています。知育・啓発施設「ちえなみき」が入る複合棟や敦賀のグルメ等を扱う飲食棟、高

級ビジネスホテル、大手コーヒーチェーンを建設し、芝生の公園・広場も設けてイベントに

も活用します。複合棟や飲食棟、ホテルは今秋オープン予定。 

 

●若狭高校の宇宙鯖缶が商品化 

 小浜市の若狭高校海洋科学科の生徒たちが長年研究開発した宇宙食のサバの缶詰を一般向

けにアレンジし、「若狭宇宙鯖缶」として商品化しました。2006 年から小浜名物のサバを使

用した宇宙食の缶詰開発を始め、2018 年には宇宙航空研究開発機構が「サバ醤油味付け缶

詰」として宇宙日本食に認証しました。2020 年には、国際宇宙ステーションで宇宙飛行士野

口聡一郎さんが実食し「大変おいしい」と食べる様子が公開されました。パッケージは宇宙

服を着たサバが校名の入った旗を持つデザインで、「宇宙に行った味」と「高校生が作っ

た」という商品の強みをアピール。1個 700円（税別）。鯖缶を食べて宇宙を感じませんか。 

 

●「１００年フード」に県内８件が認定 

 文化庁は多様な食文化の継承・振興への機運醸成のため二つの認定制度を新設しました。 

「100年フード」は地域に根付く食文化を PRする制度で、県内からはへしこやソースカツ丼 

など 8件を認定しました。食に関する博物館等の情報を発信する「食文化ミュージアム」で 

は、「越前そばの里」と「御食国若狭おばま食文化館」が選ばれました。この機会に、100年 

フードを味わい、食文化ミュージアムで食の体感はいかがでしょう。 

  

福井の観光のことなら！ふくいドットコム https://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 


