２０１０
ふくい文化財ウィーク

○ 公開事業 平成２２年１０月３０日（土）～１１月７日（日）
○ 企画事業 平成２２年１０月１日（金）～１１月３０日（火）
「ふくい文化財ウィーク」は、より多くの県民の皆様に福井の文化財を身近に感じてもらうとともに、
郷土の歴史・文化を学び、理解するための機会を提供しようと行うものです。文化財見学等を通し
て、福井の秋をたのしみませんか？

○企 画 事 業
特別展

文化財めぐり

実演・その他

講座・講演会

【福井市】

【福井市】

１０／２７（水）～１２／１９（日）

１０／３０（土）～１１／２９（月）

テーマ展「越前の刀工」

特別展「親鸞展」

◆開催場所：福井市立郷土歴史博物館
◆公開時間：9:00～19:00
◆料金等：210 円
◆交通等：JR 福井駅から徒歩 15 分程度
□問合せ：福井市立郷土歴史博物館
℡0776-21-0489

◆開催場所：福井市立郷土歴史博物館
◆公開時間：9:00～19:00
◆料金等：800 円
◆交通等：JR 福井駅から徒歩 15 分程度
□問合せ：福井市立郷土歴史博物館
℡0776-21-0489

【福井市】

【福井市】

１０／２７（水）～１２／５（日）

１０／３０（土）～１１／２１（日）

館蔵品ギャラリー「福田源三郎と越
前人物志」

平成２２年度企画展「土の中の祈
り」

◆開催場所：福井市立郷土歴史博物館
◆公開時間：9:00～19:00
◆料金等：210 円
◆交通等：JR 福井駅から徒歩 15 分程度
□問合せ：福井市立郷土歴史博物館
℡0776-21-0489

◆開催場所：福井市文化財保護センター
◆公開時間：9:00～17:30
◆料金等：無料
◆交通等：京福バス「運動公園南口」行き、
「福井市農協前」下車、徒歩 1 分
□問合せ：福井市文化財保護センター
℡0776-35-1015

【福井市】

【鯖江市】

１０／１７（日）

１０／３（日）

朝倉氏遺跡フォト・オリエンテーリン
グ

弁財天山古墳群発掘調査見学会

◆開催場所：一乗谷朝倉氏遺跡
◆公開時間：13:00～16:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 一乗谷駅より徒歩約 20 分
□問合せ：福井県教育庁文化課
℡0776-20-0580

◆開催場所：北中山公民館集合
◆公開時間：10:00～12:00（受付 9:30～
10:00）
◆料金等：無料
◆交通等：つつじバス中河・北中山線
「落井」下車
□問合せ：鯖江市文化課
℡0778-51-5999

【小浜市】

１１／２０（土）
ふるさと文化財の森 明通寺境内
林・桧皮採取見学会

【鯖江市】

１１／１４（日）
北国街道歴史ウォーキング

◆開催場所：明通寺境内
◆公開時間：午前中
◆料金等：拝観料 400 円含む
◆交通等：JR 東小浜駅下車
□問合せ：小浜市文化遺産活用課
℡0770-53-1111

◆開催場所：まなべの館集合
◆公開時間：10:00～13:00
◆料金等：200 円（別途福井鉄道乗車賃 260
円が必要）
◆交通等：福井鉄道 「西山公園駅」下車
□問合せ：鯖江市文化課
℡0778-51-5999

【小浜市】

【越前市】

１０／９（土）・１０／１０（日）

１０／１（金）～１１／７（日）

遠敷まつり

市制施行５周年記念特別展「槌の
響 越前打刃物展」

◆開催場所：若狭彦神社・若狭姫神社
◆公開時間：
◆料金等：
◆交通等：JR 東小浜駅下車
□問合せ：

◆開催場所：武生公会堂記念館
◆公開時間：10:00～18:00
◆料金等：一般・大学生 200 円、高校生以
下・障害者は無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約５分
□問合せ：越前市武生公会堂記念館
℡0778-21-3900

【勝山市】

１１／１４（日）
白山文化フォーラム
第１部 平泉寺史跡見学会
第２部 市民フォーラム
◆開催場所：第 1 部平泉寺遺跡
第２部勝山市教育会館
◆公開時間：第１部 10:00～12:00
第２部 13:30～16:30
◆料金等：無料
◆交通等：第１部平泉寺市営駐車場集合
第２部勝山市教育会館大ホー
ル
□問合せ：勝山市史蹟整備課
℡0779-88-8113

【越前市】

１０／１（金）～１１／７（日）
たけふ菊人形関連ミニ企画展「坂
本龍馬と関義臣」
◆開催場所：武生公会堂記念館
◆公開時間：10:00～18:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約５分
□問合せ：越前市武生公会堂記念館
℡0778-21-3900

【越前市】

【越前市】

１０／８（金）～１１／２８（日）

１０／１６（土）

市制施行５周年記念特別展「越前
和紙現代の紙鼎展」

越前おもしろ歴史回廊「福井藩と坂
本龍馬」

◆開催場所：武生公会堂記念館
◆公開時間：10:00～18:00
◆料金等：無料
◆交通等：市民バス五筒・粟田部線、南中
山線（市野々経由） 「役場前」
下車
□問合せ：越前市今立歴史民俗資料館
℡0778-43-0229

◆開催場所：越前市生涯学習センター
◆公開時間：10:00～
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約３分
□問合せ：越前市生涯学習センター
℡0778-22-3005

【越前市】
【越前市】

１０／９（土）
ふるさと語り部講座「越前打刃物～
地場産業としての歴史と役割～」
◆開催場所：越前市生涯学習センター
◆公開時間：13:30～
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約３分
□問合せ：越前市生涯学習センター
℡0778-22-3005

１１／２０（土）
越前おもしろ歴史回廊「手紙・日記
が伝える府中本多家の人々」
◆開催場所：越前市生涯学習センター
◆公開時間：10:00～
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約３分
□問合せ：越前市生涯学習センター
℡0778-22-3005

【美浜町】
【越前市】

１１／１３（土）
ふるさと語り部講座「幕府の府中領
主 本多副元」
◆開催場所：越前市生涯学習センター
◆公開時間：13:30～
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約３分
□問合せ：越前市生涯学習センター
℡0778-22-3005

１０月下旬～１１月末（予定）
企画事業「佐田 田辺家伝来の武
具展」
◆開催場所：若狭国吉城歴史資料館
◆公開時間：9:00～17:00
◆料金等：一般 100 円、小人（中学生以下）
50 円
◆交通等：JR 美浜駅より徒歩約 40 分
□問合せ：若狭国吉城歴史資料館
℡0770-32-0050

【越前市】

【おおい町】

１０／１６（土）

１０／３０（土）～１１／２８（日）

市制施行５周年記念特別展記念講
演会 川崎和男氏「伝統工芸産地
のこれから」

特別展「大飯・名田庄のはじまりと
隆盛」

◆開催場所：越前市福祉健康センター
◆公開時間：10:00～18:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より徒歩約２分
□問合せ：越前市武生公会堂記念館
℡0778-21-3900

◆開催場所：おおい町立郷土史料館
◆公開時間：9:00～18:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 若狭本郷駅より徒歩約 10 分
□問合せ：おおい町立郷土史料館
℡0770-77-2820

【若狭町】

【若狭町】

１０／３（日）

９／１８（土）～１１／２８（日）

第 11 回熊川いっぷく時代村

企画展「田の神祭り展～北川流域
に伝わる農耕儀礼～」

◆開催場所：鯖街道熊川宿一帯（若狭町熊
川）
◆公開時間：9:15～16:00
◆料金等：無料
◆交通等：北陸自動車道敦賀 IC から国道
27 号を車で約 50 分
□問合せ：熊川いっぷく時代村実行委員会
℡0770-62-0135

◆開催場所：若狭町歴史文化館企画展示室
◆公開時間：9:00～17:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 上中駅より徒歩約２分
□問合せ：若狭町歴史文化館
℡0770-62-2711

【敦賀市・南越前町】

【おおい町】

１０／３１（日）

１１／１４（日）

歴史浪漫街道 木ノ芽古道ハイキン
グ

第４回 ふくいふるさと祭り

◆開催場所：木ノ芽古道（JR 敦賀駅集合）
◆公開時間：9:00～13:45
◆料金等：参加費 1,400 円
◆交通等：JR 敦賀駅
□問合せ：（社）敦賀観光協会
℡0770-22-8167

◆開催場所：おおい町総合運動公園
◆公開時間：12:30～
◆料金等：無料
◆交通等：JR 若狭本郷駅より徒歩約 10 分
□問合せ：福井県教育庁文化課
℡0776-20-0579

○公 開 事 業
【福井市】

【小浜市】

１０／１７（日）

１０／２（土）

座談会・遺跡見学会「一乗谷朝倉氏
遺跡の今昔を語り合う」

特別企画展および夜間ライトアップ
特別公開

◆開催場所：一乗谷朝倉氏遺跡
◆公開時間：13:30～16:00
◆料金等：無料
◆交通等：JR 一乗谷駅より徒歩約 20 分
□問合せ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館
℡0776-41-2301

◆開催場所：山川登美子記念館
◆公開時間：18:00～20:30
◆料金等：無料
◆交通等：JR 小浜駅より徒歩約 15 分
□問合せ：山川登美子記念館
℡0770-52-3221

【福井市】

【小浜市】

１１／３（水）

１０／２（土）～１０／３１（日）

公開講座「今、何掘ってるの？～西
山光照寺の 話と発 掘現 地 説明会
～」

小浜ウエスト物語２０１０

◆開催場所：一乗谷朝倉氏遺跡資料館
◆公開時間：13:30～15:30
◆料金等：無料
◆交通等：JR 一乗谷駅より徒歩約３分
□問合せ：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資
料館
℡0776-41-2301

◆開催場所：小浜西組重要伝統的建物群保存
地区
◆公開時間：各施設で異なる
◆料金等：無料から 2,000 円
◆交通等：JR 小浜駅より徒歩約 10 分
□問合せ：小浜市文化遺産活用課
℡0770-53-1111

【越前市】

【越前市】

全日程（月曜日は除く）

全日程

重要文化財 旧谷口家住宅公開

名勝 城福寺庭園公開

◆開催場所：越前市余川町 25-17
◆公開時間：9:00～16:30
◆料金等：無料
◆交通等：JR 武生駅より車約 20 分
□問合せ：越前市武生公会堂記念館
℡0778-21-3900

◆開催場所：城福寺（越前市五分市町 1126）
◆公開時間：9:00～日没
◆料金等：500 円
◆交通等：福井鉄道バス五分市行き 「五
分市本山」下車
□問合せ：城福寺
℡0778-27-1773

【越前市】

【南越前町】

１１／１３（土）

１０／３０（土）～１１／７（日）

市制施行５周年記念「越前和紙現代
の紙匠 鼎展」特別記念公開

登録有形文化財 旧右近家住宅西洋
館一般公開

◆開催場所：卯立の工芸館（越前市新在家町）
◆公開時間：13:30～
◆料金等：無料
◆交通等：福井鉄道バス赤坂行き 「和紙の
里」下車
□問合せ：越前市今立歴史民俗資料館
℡0778-43-0229

◆開催場所：北前船主の館右近家（南越前町
河野）
◆公開時間：9:00～16:00
◆料金等：大人 500 円（団体 450 円）
小人 300 円（団体 270 円）
◆交通等：JR 武生駅よりバスまたはタクシ
ーで約 30 分
□問合せ：北前船主の館右近家
℡0778-43-2196

【南越前町】

１０／３０（土）～１１／７（日）
登録有形文化財 アカタン砂防堰堤
一般公開
◆開催場所：南越前町古木 59-52
◆公開時間：9:00～17:00
◆料金等：無料（語り部案内１回 2,000 円）
◆交通等：JR 今庄駅よりバスまたはタクシ
ーで約 15 分
□問合せ：リトリートたくら
℡0778-45-1310

福井県教育庁文化課
℡0776-20-0579

