
No 行 事 名
開催日

（開催期間）
開催時間等

開催場所
（所在地）

問合せ先
（TEL)

ホームページ 特記事項・注意事項

1
県指定無形民俗文化財「オシッサマのお渡
り」

10月12日（土）
10月13日（日）

19:00～20:00
14:00～15:00

福井市本堂町 高雄神社
安居公民館（0776-37-1234）
福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/bun
kazai/p018708.html

2 市指定無形民俗文化財「免鳥夜網節」 10月12日（土） 20:00～21:00 福井市免鳥町 八幡神社

免鳥夜網節永久保存会
（0776-87-2069）
福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/bun
kazai/p018708.html

3 福井城跡散策会 11月3日（日・祝） 10:00～12:00
福井城址
(福井市大手・中央ほか）

福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/bun
kazai/p018708.html

参加無料
定員：20組（要事前申込）

4 おさごえ民家園無料開園 11月3日（日・祝） 9:00～17:00
福井市おさごえ民家園
（福井市月見5丁目4-48）

福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen
/

文化の日

5 おさごえ民家園無料開園
11月16日（土）
11月17日（日）

9:00～17:00
福井市おさごえ民家園
（福井市月見5丁目4-48）

福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen
/

関西文化の日

6 おさごえ民家園無料開園
10月20日（日）
11月17日（日）

9:00～17:00
福井市おさごえ民家園
（福井市月見5丁目4-48）

福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/dept/d620/minkaen
/

家庭の日（毎月第3日曜日）

7 「ふくコレ～昭和の服の民具展～」
10月11日(金）～
10月27日(日）

9:00～17:00
福井市文化財保護センター
(福井市渕4丁目748）

福井市教育委員会事務局
文化財保護課（0776-35-1015）

http://www.city.fukui.lg
.jp/kankou/bunka/bun
kazai/p018708.html

8 特別展「『おくのほそ道』330年の旅」
9月13日（金）～10
月20日（日）

10:00～17:00 敦賀市立博物館（敦賀市相生町7-8）
敦賀市立博物館
0770-25-7033

https://www.city.tsuru
ga.lg.jp/about_city/new
s_from_facility/gaibu_sh
isetsu/hakubutsukan/
museum.files/tonpaku-
schedule2019.pdf

月曜休館（祝日の場合その翌
日）
入館料300円（高校生以下無
料）

9 内海吉堂関連絵画資料展（仮）
10月24日（月）～
11月28日（木）

10:00～17:00 敦賀市立博物館（敦賀市相生町7-8）
敦賀市立博物館
0770-25-7033

https://www.city.tsuru
ga.lg.jp/about_city/new
s_from_facility/gaibu_sh
isetsu/hakubutsukan/
museum.files/tonpaku-
schedule2019.pdf

月曜休館（祝日の場合その翌
日）
入館料300円（高校生以下無
料）

第６６ 回（令和元年度）「文化財保護強調週間」関連行事一覧表
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敦賀市民歴史講座第４講
小浜藩士のみた天狗党－『水戸脱士擾乱
記』を読む－
講師：坂東佳子（敦賀市立博物館学芸員）

11月2日（土） 14:00～ 敦賀市立図書館３階
気比史学会事務局（西ノ上氏）
0770-23-7577

定員100名
協力費200円

11
令和元年度紫式部・源氏物語関連企画展
「王朝の美を求めて—木版本国宝源氏物語
絵巻と装飾料紙—」

9月27日（金）～11
月4日（月・振休）

10:00～18:00
越前市武生公会堂記念館
（越前市蓬莱町8-8）

0778-21-3900

http://www.city.echize
n.lg.jp/office/090/030/
bunkasisetu/kokaido-
top.html

入館料：200円

12
山川登美子記念館夏の特別企画展
「先人たちの医学～過去の医療と登美子の
病～」

7月11日（木）～10
月27日（日）
※9月12日（木）よ
り展示替え

9:00～17:00
(最終入館
16:30)

山川登美子記念館
山川登美子記念館
(0770－52－3221)

http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/rekishi/
tomiko/

観覧料：大人300円、高校・大
学生200円、中学生以下無料
休館日：毎週火曜日

13
山川登美子記念館
「関西文化の日」無料開館

11月16日(土)～11
月17日(日)

9:00～17:00
(最終入館
16:30)

山川登美子記念館
山川登美子記念館
(0770－52－3221)

http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/rekishi/
tomiko/

入館無料

14 後瀬山城跡探索会 10月18日（金） 13:00～ 本境寺（小浜市小浜竜田65）、後瀬山 本境寺 谷川さん090-3297-0448
後瀬山城跡に行くにはかなり急
な山道を登る必要があります。

15
小浜市働く婦人の家「古文書に親しむ講座
～幕末維新期の小浜～」戊辰戦争と小浜
藩（1）

10月19日（土） 13:30～15：00 小浜市働く婦人の家
小浜市働く婦人の家
（0770-52-7002）

http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/fujin/ne
ws.html

参加費：500円
事前申込が必要です。

16
小浜市働く婦人の家「古文書に親しむ講座
～幕末維新期の小浜～」戊辰戦争と小浜
藩（2）

11月2日（土） 13:30～15：00 小浜市働く婦人の家
小浜市働く婦人の家
（0770-52-7002）

http://www1.city.obam
a.fukui.jp/obm/fujin/ne
ws.html

参加費：500円
事前申込が必要です。

17 モルゴーア・クァルテットコンサート 10月13日（日）
13：30開場
14：00開演

小浜市文化会館大ホール
小浜市文化会館
(0770－53－9700)

一般1,000円・高校生以下500
円
※（公財）三井住友海上文化財
団の助成による特別料金

18 ミュージックフレンズと特別な仲間たち 10月20日（日） 未定 小浜市文化会館大ホール
小浜市文化会館
(0770－53－9700)

入場料500円

19 小浜市表彰式＆芸能大会 11月3日（土） 10：00～17：00 小浜市文化会館大ホール
小浜市文化会館
(0770－53－9700)

入場無料

20 錦秋のしらべ 11月3日（土） ― 大野市文化会館 0779-65-5520

21 企画展「藩政改革の光と影」
8月10日～11月4
日（日）

平日 午前9時
から午後4時ま
で
日曜日・祝日
午前9時から
午後5時まで

大野市歴史博物館 0779-65-5520

22 企画展「おおの恐竜発掘」
7月19日（金）～11
月4日（日）

平日 午前9時
から午後4時ま
で
日曜日・祝日
午前9時から
午後5時まで

和泉郷土資料館 0779-65-5520



23
企画展「間部詮勝遺墨展 ～幽玄の世界
～」

10月5日（土）～11
月4日（日）

9:00～17:00
鯖江市まなべの館
（鯖江市長泉寺町1-9-20）

鯖江市教育委員会文化課
(0778-51-5999)

https://ｗｗ
ｗ.city.sabae.fukui.jp/

要入館料（大人100円、小人50
円）

24 古墳関連歴史講演会 11月16日 14:00～15:30 鯖江市まなべの館
鯖江市教育委員会文化課
(0778-51-5999)

https://ｗｗ
ｗ.city.sabae.fukui.jp/

無料
定員 60名

25
歴史講演会「狂歌を育てた風土－18世紀
から19世紀へ」

10月5日（土） 14:00～15:30 鯖江市まなべの館
鯖江市教育委員会文化課
(0778-51-5999)

https://ｗｗ
ｗ.city.sabae.fukui.jp/

無料
定員 80名

26
秋季企画展「桑野遺跡と北陸の縄文装身
具」

9月14日(土)～12
月1日(日)

9：30～18：00
あわら市郷土歴史資料館
（あわら市春宮二丁目14-1 ２階）

あわら市郷土歴史資料館
（0776-73-5158）

http://www.city.awara.l
g.jp/mokuteki/educatio
n/kyoudo/tenrankai/6
02/p009875.html

入場料：一般200円（中学生以
下無料）、団体（10名以上）160
円

27
秋季企画展関連フォーラム
「桑野遺跡から見た縄文世界」

10月6日(日) 10：00～
金津本陣IKOSSA ３階 大ホール
（あわら市春宮二丁目14-1）

あわら市郷土歴史資料館
（0776-73-5158）

http://www.city.awara.l
g.jp/mokuteki/educatio
n/kyoudo/ibentojojouh
o/kouenkai/p009888.h
tml

料金：無料 定員：80名

28
秋季企画展関連体験「縄文垂飾りを作ろ
う！」

11月10日(日) 13：30～
金津本陣IKOSSA ３階 大ホール
（あわら市春宮二丁目14-1）

あわら市郷土歴史資料館
（0776-73-5158）

http://www.city.awara.l
g.jp/mokuteki/educatio
n/kyoudo/index.html

料金：200円 定員：30名
申込み：要申込み

29 成るの会秋の朗読会 10月5日（土）
17:30～

19:30
旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

入場無料

30 油絵展 6人会
10月6日（日）～
10月19日（土）

9:00～17:00
旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

入場無料

31
三國湊レトロDEゆらゆら

バイオリンコンサート 他
10月20日（日） 13:00～16:00

旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

入場無料

32 竹世志会 三味線演奏会 10月20日（日）
17:30～

19:30
旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

有料

33 クラシックコンサート（バロック音楽） 10月29日（火） 18:00～20:00
旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

有料

34 飛翔会展（書道展）
10月30日（水）
～11月10日
（日）

9:00～17:00
旧森田銀行本店
坂井市三国町南本町3丁目３－２６

一般社団法人三國會所
（0776－82－8392）

http://mikunikaisyo.org
/

入場無料

35
みくに龍翔館企画展「(仮)三国に集った詩
人たち」

10月26日(土)～
12月1日(日)

9:00～17:00
（最終入館
16:30)

みくに龍翔館
（坂井市三国町緑ヶ丘4-2-1）

みくに龍翔館
（0776-82-5666）

https://www.ryusyoka
n.jp

【入館料】大人300円、小人150
円

36
京藤甚五郎家住宅
（通常公開）

土曜日・日曜
日・祝日

10:00-16:00
京藤甚五郎家住宅
（南条郡南越前町今庄68-35）

今庄観光ボランティアガイド協会
(0778-45-0074)

http://www.imajo-
syuku.com/

入館無料

37
明治殿
（通常公開）

土曜日・日曜日 10:00-17:00
明治殿
（南条郡南越前町今庄76-6-1）

今庄観光ボランティアガイド協会
(0778-45-0074)

http://www.imajo-
syuku.com/

入館無料

38
静心閣
（通常公開）

土曜日・日曜日 10:00-17:00
静心閣
（南条郡南越前町今庄75-6）

今庄観光ボランティアガイド協会
(0778-45-0074)

http://www.imajo-
syuku.com/

入館無料



39
旧旅籠若狭屋
（通常公開）

定休：木曜日、
第2･4金曜日

10:00-17:00
旧旅籠若狭屋
（南条郡南越前町今庄75-13）

今庄旅籠塾
(0778-45-0360)

入館無料

40
昭和会館
（通常公開）

土曜日・日曜日 10:00-16:00
昭和会館
（南条郡南越前町今庄75-6）

南越前町観光まちづくり課
(0778-47-8002)

http://www.town.mina
miechizen.com

入館無料

41
旧右近家住宅西洋館
（通常公開）

定休：水曜日 9:00-16:00
旧右近家住宅西洋館
（南条郡南越前町河野）

北前船主の館 右近家
(0778-48-2196)

http://www.town.mina
miechizen.com

大人500円、小人300円

42
アカタン砂防堰堤群
（通常公開）

随時 9:00-17:00
アカタン砂防堰堤
（南条郡南越前町古木）

リトリートたくら
(0778-45-1310)

http://www.r-
takura.com/

堰堤群案内1,000円(ガイド1人)

43 旧国鉄北陸線ウォーキング大会 10月27日(日) 8:00～
旧国鉄北陸線
(今庄駅～杉津SA）

南越前町今庄観光協会
(0778-45-0074)

http://www.imajo-
syuku.com/

要申込
大人2,000円､小人1,500円

44
南越前町民文化祭

南条地区文化祭
10月26日(土)～
10月27日(日)

9:00-17:00
南条文化会館
（南条郡南越前町牧谷29-15-1）

南越前町教育委員会
(0778-47-8005)

http://www.town.mina
miechizen.lg.jp/

入場無料

45
南越前町民文化祭

河野地区文化祭
11月2日(土)～3
日(日)

9:00-17:00
河野地区公民館
（南条郡南越前町河野15-16-1）

南越前町教育委員会
(0778-47-8005)

http://www.town.mina
miechizen.lg.jp/

入場無料

46
南越前町民文化祭

今庄地区文化祭
11月3日(日)～4日
(月)

9:00-17:00
今庄住民センター
（南条郡南越前町今庄84-25）

南越前町教育委員会
(0778-47-8005)

http://www.town.mina
miechizen.lg.jp/

入場無料

47
テーマ展示「書画と工芸による 夏から秋
へ」＜工芸編＞

9月7日（土）～11
月10日（日）

10：00～17：00
雨田光平記念館
（丹生郡越前町織田153-1-3）

同左
（0778-36-2666）

http://www.town.echiz
en.fukui.jp/index.html

一般100円・中学生以下70歳以
上無料

48 大谷寺御開帳
11月2日（土）～４
日（月）

12:00～18:00
大谷寺
（丹生郡越前町大谷寺42-4-1）

同左
（0778-34-5045）

http://echizen-
ohtanji.com/

11/2神輿渡御、11/3、4万灯会
詳細はちらしもしくは電話でお
問い合わせください。

49 大谷寺御開扉と泰澄ゆかり秘仏巡りツアー 11月2日（土）
9：00～17：30
頃

大谷寺（丹生郡越前町大谷寺42-4-1）
他

（一社）越前町観光連盟
（0778-37-1234）

https://www.town-
echizen.jp/

参加費7,000円
定員：31名（最少催行人員：20
名以上）
詳細はホームページまたは電
話でお問い合わせください。

50
第８回企画展「みはま、近世の交通と往来」
(2期)

10月20日(土)～12
月8日(日)

9:00～17:00
美浜町歴史文化館展示室
（美浜町河原市8-8）

美浜町歴史文化館
(0770-32-0027)

http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5714

11月3日・17日・18日は無料開
放
入館料：一般100円、小人50円
（団体割引あり）
休館日：月曜日、休日の翌日

51 巡回展「記念物100年」展
7月2日(火)～12月
28日(土)

9:00～17:00
美浜町歴史文化館展示室 他
（美浜町河原市8-8）

美浜町歴史文化館
(0770-32-0027)

http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5660

11月3日・17日・18日は無料開
放
入館料：一般100円、小人50円
（団体割引あり）
休館日：月曜日、休日の翌日

52
令和元年度美浜町歴史フォーラム「みは
ま、近世の交通と往来」

12月8日（日） 10:00～16:45
美浜町歴史文化館展示室
（美浜町河原市8-8）

美浜町歴史文化館
(0770-32-0027)

定員60名（当日受付順）



53
みはま土曜歴文講座第8回「道端の石造物
を見て歩くⅡ ～道標を巡る～」

11月23日(土) 8:30～13:00 美浜町新庄 他
美浜町歴史文化館
(0770-32-0027)

http://www.town.fukui
-
mihama.lg.jp/www/info
/detail.jsp?id=5586

定員20名(事前申込制）

54
みはま土曜歴文講座第9回「みはまの古墳
を見るⅤ ～高島郡南部を巡る～」

12月14日(土) 9:00～13:00 滋賀県高島市 鴨稲荷山古墳他
美浜町歴史文化館
(0770-32-0027)

http://www.town.fukui
-
mihama.lg.jp/www/info
/detail.jsp?id=5586

定員20名(事前申込制）

55
開館10周年記念講座
令和元年度第５回国吉城歴史講座
『古里をのろしでつなごうin国吉城』

10月20日（日）予
定

10:00～12:00
国吉城址（集合：若狭国吉城歴史資料
館）
（三方郡美浜町佐柿地係）

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5604

参加費無料。小雨決行。

56
開館10周年連続企画展
『国吉城址史跡調査20年の軌跡③』

10月26日（土）
～12月28日
（土）

09:00～17:00
（12月は
10:00～
16:30）

若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=3739

入館料：一般100円、小人50円
（団体割引あり）
休館日：月曜日、休日の翌日

57
開館10周年記念講座
令和元年度第６回国吉城歴史講座
『立地で楽しむ戦国の城、若狭の城』

11月17日(日) 10:00～12:00
若狭国吉城歴史資料館
（三方郡美浜町佐柿25－2）

若狭国吉城歴史資料館
（0770－32‐0050）

http://www.town.miha
ma.fukui.jp/www/info/
detail.jsp?id=5604

特別講師：萩原さちこさん(城郭
ライター)
参加費無料。

58 第10回若狭町伝統文化のつどい 10月20日（日） 13:30～15:30
パレア若狭音楽ホール（若狭町市場18-
18）

若狭町歴史文化課（0770-45-
2270）

http://www.town.fukui
-wakasa.lg.jp

無料 要入場券

59 第20回熊川いっぷく時代村 10月6日（日） 9:00～16:00 鯖街道 熊川宿（若狭町熊川）
熊川いっぷく時代村実行委員会
（熊川地区公民館 0770-62-
0135）

http://kumagawa-
juku.com/

60
若狭三方縄文博物館秋季企画展「ふりか
える若狭町の古墳調査Ⅱ」

10月19日（土）
～12月1日（日）

9:00～17:00
若狭三方縄文博物館（若狭町鳥浜122-
12-1）

若狭三方縄文博物館（0770-45-
2270）

http://www.town.fukui
-wakasa.lg.jp/jomon/

大人500円 小~高校生200円

61
若狭町歴史文化館第34回企画展「熊川葛
の製作と商い」

10月19日（土）
～12月27日
（金）

9:00～17:00 若狭町歴史文化館（若狭町市場20-17）
若狭町歴史文化課（0770-45-
2270）

http://www.town.fukui
-wakasa.lg.jp

無料

62
若狭鯖街道熊川宿資料館パネル展「明智
光秀と熊川」

10月6日（日）～3
月31日（火）

9:00～17:00
若狭鯖街道熊川宿資料館宿場館（若狭
町熊川30-4-2）

若狭鯖街道熊川宿資料館宿場
館(0770-62-0135）

http://www.town.fukui
-wakasa.lg.jp

大人200円 中学生以下無料

63
令和元年度秋季企画展「高浜七年祭写真
展」

10月19日（土）～
11月24日（日）

9：00～17：00
高浜町郷土資料館
（高浜町南団地1-14-1）

同左（0770-72-5270） 後日作成予定
大人 200円、子ども 100円
無料開放日あり

64 企画展「戦国時代の大飯」
11月2日（土）～
12月1日（日）

9:00～18:00
おおい町立郷土史料館
（おおい町成和2-1-1）

0770-77-2820
http://townohi-
lib.jp/siryo/

入館無料

65
特別展「海と山の美しもの～食がつなぐ若
狭と都～」

10月5日（土）～11
月4日（月）

9：00～１7：00
福井県立若狭歴史博物館（福井県小浜
市遠敷２－１０４）

0770-56-0525
https://wakahaku.pref.
fukui.lg.jp/

一般：500円/高校・大学生：400
円/小・中学生：300円



66 山城見学会「爽秋の山城を攻める」 10月20日（日） 9:30～15:30
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（福
井県福井市安波賀町4-10）、特別史跡
一乗谷朝倉氏遺跡（一乗谷城跡）

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館（0776-41-2301）

http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp
/

参加費無料
要事前申込

67
文化の日公開講座「若狭守護 武田家と城
下町」

11月3日（日・祝） 14:00～15:30
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（福
井県福井市安波賀町4-10）

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館（0776-41-2301）

http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp
/

参加費無料
事前申込不要

68 企画展「日本遺産認定記念展」
8月2日(金)～11月
12日(火)

9:00～17:00
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（福
井県福井市安波賀町4-10）

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館（0776-41-2301）

http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp
/

観覧料
一般300円、高校・大学生200
円、小学・中学生100円（団体2
割引、障がい者5割引）
入館は16:30まで

69
特別公開展「戦国城下町における木の利
用

11月16（土）～12
月15日（日）

9:00～17:00
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（福
井県福井市安波賀町4-10）

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館（0776-41-2301）

http://asakura-
museum.pref.fukui.lg.jp
/

観覧料
一般100円（団体80円）
高校生以下と70歳以上無料
入館は16:30まで

70 特別展「真宗道場と鎮守さま」
10月26日（土）～
11月24日（日）

9:00～17:00
福井県立歴史博物館
（福井県福井市大宮2丁目19-15）

同左
（0776-22-4675）

http://www.pref.fukui.j
p/muse/Cul-Hist/

入場料大人400円、大学高校
生300円、小中学生200円、70
歳以上の方200円

71
月替展示「年貢の納めどき－誰が？い
つ？どこに？」

8月23日（金）～10
月23日（水）

9:00～17;:00 福井県文書館 閲覧室
福井県文書館
0776-33-8890

https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp
/bunsho/index.html

無料

72
企画展示「（タイトル未定、「松平文庫」関
連）」（仮）

10月25日（金）～
12月25日（水）

9:00～17;:00 福井県文書館 閲覧室
福井県文書館
0776-33-8890

https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp
/bunsho/index.html

無料

73
フィアラ先生の古典文学ゼミナール『古事
記』を読む 第6回（全11回）

11月9日（土） 13:30～15:00 福井県文書館 研修室
福井県文書館
0776-33-8890

https://www.library-
archives.pref.fukui.lg.jp
/bunsho/index.html

無料


