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“非日常の日常”が福井にはある

すべてのプランは福井に来られる皆さんが喜んでもらえるよ
う、地元の人が手作りしたものです。完璧なホスピタリティは
ありませんが、温かい気持ちだけはどこにも負けていません。
心を解放して、大らかな心で楽しんでください。

地元の皆さんは日々の生活を営みながら、プランを選んでく
ださる皆さんが喜んでくださるように準備をしています。突然
のキャンセルは彼らを悲しませることにもつながります。もし
キャンセルされる場合は事前の連絡をお願いします。

全世界、どの地域にもその土地ならではの“ルール”がありま
す。例えば静かな町では大声で騒がないような。プランに参
加される皆さんは、常識の範囲内で、その町のルールにのっ
とって、楽しんでください。“旅の恥はかき捨て”はNGで。

旅の
心得

大らかな心で楽しむ

えちぜん鉄道

勝山駅

九頭竜湖駅

越前大野駅

2023年春、福井県に新幹線がやってきます。

そのとき「福井県で観光するところってどこ？」と聞かれたら、

皆さんは何と答えますか？

恐竜博物館、東尋坊、朝倉氏遺跡、etc……。

でも、それ以外にも福井県には魅力がいっぱいあります。

その魅力に気付いていないのは、

案外私たち福井県民かもしれません。

 

そこで、福井の魅力を再発見するきっかけになってもらえたらと、

地元に対して熱い気持ちを持つメンバーとJR西日本福井支店とで

福井を満喫するコンテンツがいっぱいのガイドブック

「ふくのね」を作りました。

私たち福井県民がもっと福井のことを知って、

福井のことを楽しんで、福井をもっと好きになって、

自信を持って福井をおススメしたくなるようにと願って。
06 「どっぷり大自然に」

身をまかせる２日間
P8

03 真名川ダム中部縦貫荒島
トンネルツアー

P5 01 カヌーで「Cafe on  Lake」 P4

02 九頭竜ダムでのカヌーツーリング P4

07 六呂師高原星空カフェ P9

14 ミルク工房奥越前
アイスクリーム作り P14

JR

18 オトナの
勝山・名所ツアー P18

20 大人の社会見学
プレミアムツアー P20

22 オリジナルランチョン
マット作り体験

P21

23 まゆ玉を使って、
クラフト体験！

P22

24 あなたの知らない
勝山城下町巡りツアー P22

21 オリジナル
コースター作り体験 P21

15 どきどき恐竜発掘ランド P15

16 「ジオ・イルミネーション」開幕！P16

17 セグウェイに乗ってみよう！ P17

04 みちくさポタリング P6

05 ロード初心者向け
「自転車国体コース」 P7

10 寺町通りでお寺体験と
郷土ごはん

P11

11 ～ジビ×PON！～ P12

12 My醤油とオリジナル
お守り作り体験

P13

13 七間朝市めぐりと
地場野菜で発酵食ランチ P14

08 ノルディックウォーク
de 散策

P10

予約は確実に、キャンセルは事前連絡を

地元のルールを理解する

19 清々しい朝の
平泉寺散策ツアー P19

09 九頭竜パークホテルで
グランピング

P10

local  foods

nature  /  f ie ld

other

trad i t ional  craf ts

※掲載している料理や風景などの写真は全てイメージです。
※掲載内容は都合により変わる場合があります。予めご了承ください。
※最新の情報は「ふくのね」WEBサイトで公開（3/26～）しています。
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真名川ダム・中部縦貫荒島トンネルと
街中観光

親子で参加がイチオシ

名水の町として知られる大野の水資源、真名川ダムの

内部を歩き、ダムの大きさを五感で体感できるユニー

クなツアー。水位によって変わるダム内の噴水を目の

当たりにしたり、下部からダムを眺めたりできるので、

ダムの迫力に圧倒されるはず。加えて中部縦貫（ちゅ

うぶじゅうかん）自動車道の開通を目指し、24時間体

制で工事している現場に足を踏み入れることができる

のも貴重な機会。ランチタイムは大野の名水で育った

素材を使った料理もいただける。その後はさまざまな

伝統工芸の制作体験や醤油の搾り体験か、ガイドと

共に城下町・大野散策と“天空の城”でおなじみの越

前大野城に登城を選べる。

03
experience

［日程］4/15（日）、4/28（土）、5/4（金・祝）、5/27（日）、6/17（日）、6/23（土）、7/15（日）、7/26（木）、8/4（土）、8/26（日）、9/9（日）、9/23
（日）8：00～15：00 ［集合場所］JR越前大野駅（大野市弥生町1-16） ［料金］大人6500円、小人5500円（※荒天時ダム見学ができない場合
あり） ［参加条件］なし ［準備品］歩きやすいスニーカー ［最少催行人数］10人（定員先着20名） ［予約］要（7日前の17：00まで） 
［キャンセル規定］10日前20％、7日前30％、前日50％、当日100％ ［運営］大野観光自動車 株式会社 大野市中野57-11-2 
［連絡先］00779-66-3023（担当/杉本、藤堂 9：00～17：00）、oktour@onokanko.co.jp

data［日程］6/23（土）、6/24（日）、7/28（土）、7/29（日）、8/11（土・祝）～8/15（水）、8/25（土）、8/26（日）、9/22（土）、9/23（日）、9/24（月・祝）10：
00～15：00 ［集合場所］下半原ふれあい湖畔～カヌー体験フィールド～（福井県大野市下半原） ［料金］大人3000円、12歳以下1500円（※当
日現金、荒天時中止） ［参加条件］なし ［準備物］濡れても良い服装 ［最少催行人数］2人 ［予約］不要（20名以上の場合要予約） 
［キャンセル規定］なし ［運営］九頭竜カヌークラブ 大野市朝日26-30-1 ［連絡先］00779-78-2300（担当/稲郷 8：30～17：00）
 info@kuzuryu2300.com

data

新緑のシーズンは

鮮やかな緑が

目に飛び込む

ストレスを開放しよう！　九頭竜川が育んだ
豊かな自然を体感する「九頭竜湖カヌーツーリング」

experience

02

［日程］4/29（日）、5/19（土）、5/20（日）、8/11（土・祝）、8/13（月）そ
れぞれ7：00～9：00、9：45～12：00 
［集合場所］九頭竜ダム「穴馬総社」向い駐車場（大野市野尻54 JR
九頭竜湖駅より車で10分 看板あり） 
［料金］大人4500円、12歳以下4000円（※当日現金、荒天時中止） 
［参加条件］年長幼児以上。小学4年生までは保護者同乗 
［最少催行人数］2人 ［予約］要（前日の12：00まで） 
［キャンセル規定］2日前18：00まで50％、前日18：00まで70％、当日80％ 
［運営］奥越前まんまるサイト/ノーム自然環境教育事務所 大野市南六
呂師169-124 ［連絡先］00779-67-1117（担当/坂本 9：00～18：00）、
manmarusaito@goo.jp

data

周囲を森に囲まれた広大な湖面と大きな空の下で
自然に浸るひととき「Cafe on Lake」

experience

01
湖上で贅沢にカフェタイム

「湖上でカフェタイム」。何と響きの良いシチュエーション！　

深い緑の中にある九頭竜湖にカヌーで漕ぎ出して、風の音、鳥

のさえずりを聞きながらカフェタイムにふける。地元のパン屋

が焼いてくれたパンとコーヒー、それだけで十分。このツアーは

カヌー未体験の人でも問題なし。最初のレクチャーで基本操

作を教えてくれるのですぐに慣れてくるはず。静寂が贅沢であ

ることを教えてくれる。早朝ツアーになるともっと感動体験！

越前大野駅 8：00
▼

真名川ダム見学 8：30～9：50
▼

中部縦貫道荒島トンネル見学 10：20～11：20
▼

昼食（大野市内） 11：40～12：30
▼

工芸制作体験または観光ガイドと越前大野城散策/
結楽座で買い物 12：30～14：40

▼
越前大野駅 15：00

〈行き〉JR越美北線 福井 6：30発→越前大野 7：28着
〈帰り〉JR越美北線 越前大野駅 15：08発→福井 16：03着
 またはJR越美北線 越前大野駅 17：09発→福井 18：03着
 が便利です（運賃は旅行代金に含まれません）

大野観光自動車 株式会社 福井県知事登録旅行業第2-204号
総合旅行業務取扱管理者 藤堂 規行 
大野市中野57-11-2 電話：0779-66-3023
利用バス会社/大野観光自動車 株式会社
添乗員同行有、取引条件説明は最終旅程表に記載、
全国旅行業協会（全旅協）会員

初心者もすぐに慣れて楽しめるカヌー

大野市の奥、人工のダム湖・九頭竜湖は全国でも有数のカ

ヌー体験フィールド。穏やかな湖面を漕ぎ出して自然に抱か

れてみて。鮮やかな色を見せる新緑や紅葉の季節に、道から

ではなく、湖から眺めるのは新鮮。初心者でも簡単なレク

チャーでソロツーリングも可能。グループで楽しみたい人に

は30フィート（約9m）の「ドラゴンカヌー」も。ライフジャ

ケットも用意されており、手ぶらで訪れて気軽に楽しめそう。
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ヌー体験フィールド。穏やかな湖面を漕ぎ出して自然に抱か
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広大な大地と空の間でガイドと一緒に
のんびり「みちくさポタリング」

日本の原風景を楽しめる2時間

「ポタリング」とは散歩をするようにサイクリングをす

ること。日本の原風景を残す大野を、家族や恋人、気

の合う仲間と一緒にのんびりと自転車で走れば、澄

んだ空気を肌で感じ、スカッとした気分を味わえそう。

途中で豊富な地下水を使用してのカフェタイムや、季

節を感じることのできるお土産作りなど「チョコット

体験」もワクワク。走行距離約15kmを、2時間かけて

ゆっくり巡っていく。道すがら気さくに声をかけてくれ

る人とのコミュニケーションを楽しんだり、お気に入り

の景色に出合うたびに写真におさめたりも一興。普

段自転車に乗っていない人も、ゆ～っくり走るなら安

心して参加できそう。

experience

04

のどかな道を

のんびり走ると

気持ちいい！

［日程］4/30（月・祝）、5/13（日）それぞれ9：30～12：00、13：00～15：30 ［集合場所］城下町東広場無料休憩所前（大野市大和町3-7） 
［料金］大人5000円、12歳以下4000円（※レンタル自転車、ガイド料、チョコット体験、ヘルメット、保険代込、当日現金、荒天時中止） 
［参加条件］小学5年生以上、身長150cm以上、※小学生は保護者同伴 ［準備物］飲み物、デイバッグなど ［最少催行人数］2人 
［予約］要（前日の12：00まで） ［キャンセル規定］2日前18：00まで50％、前日18：00まで70％、当日80％ ［運営］奥越前まんまるサイト/ノーム自
然環境教育事務所 大野市南六呂師169-124 ［連絡先］00779-67-1117（担当/坂本 9：00～18：00）、manmarusaito@goo.jp

data

走りやすさ満点の盆地ロード

緑鮮やかな時期に2018年の福井国体自転車競技

コースをいち早く体験！　ロードバイクを乗り始めた

人を対象に、国体のコースを含む総走行距離約

50kmの「盆地コース」を走り抜ける。大野市役所を

スタートして百名山「荒島岳」を眺める山際のコース

を進み、田園風景の中へ。鮎釣りの太公望たちで賑

わう真名川や九頭竜川を渡り切ると、六呂師高原ま

での約7kmに及ぶ登坂が待っている。その後は約

8kmのなだらかな下り坂と13kmの平坦な道を進む。

盆地ならではの勾配の付いた道は、ロードバイク初心

者のチャレンジ魂に火を点ける。地元の自転車愛好

家たちが全面的にサポートしてくれるので、安心して

最後まで走り切れそうだ。

ロード

サイクリングには

ちょうどいい季節

［日程］4/29（日）、5/13（日）、6/17（日）9：00～12：30 ［集合場所］大野市役所前（大野市天神1-1） ［料金］3000円（※当日現金、荒天時中
止） ［参加条件］18歳以上でロードバイク初中級者 ［準備物］自転車（ロードバイク）、ヘルメット、携行食、飲料水等 ［最少催行人数］2人 
［予約］要（前日の12：00まで） ［キャンセル規定］2日前18：00まで50％、前日18：00まで70％、当日80％
［運営］奥越前まんまるサイト/ノーム自然環境教育事務所 大野市南六呂師169-124 
［連絡先］00779-67-1117（担当/坂本 9：00～18：00）、manmarusaito@goo.jp

data

experience

05 ロード初心者向け「自転車国体コース」を
地元自転車愛好家と一緒にチャレンジ！
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和泉地区の魅力を思う存分堪能する
「どっぷり大自然に」身を任せる2日間

五感で味わう広大な大自然

舞台は、九頭竜川の源流「石徹白（いとしろ）川」の

ほとりにある大自然。川を散策して化石発掘体験に、

県産材の杉を使ったチェーンソー体験、青竹を使った

盆栽や器づくりなど、街なかではできないどっぷりと

自然を満喫する体験が目白押し。大野市和泉地区

は、春は山菜、夏は穴場スイートコーン、秋はキノコと

多様な食材に恵まれた地区なので食事も楽しみ。イノ

シシ肉を使ったワイルドなジビエ料理を堪能すれば、

いつまでも忘れられない味になること間違いなし。陽

が落ちた後は、ドラム缶風呂から満天の星を眺めて至

福のひととき。さらに、火やなたを使った体験プログ

ラムでは、災害時に役立つサバイバル知識を養えるの

も大きな魅力。

experience

06 澄んだ空気や

体に優しい水も

ぜいたくの一つ

［日程］7/21（土）～22（日）、8/18（土）～19（日）13：00～翌12：00 ［集合場所］前坂キャンプ場（大野市朝日前坂6-23） ［料金］大人10000
円（※1泊2食付、宿泊はログケビン、寝具付き、温水シャワー付き、当日現金、荒天時プログラム変更あり） ［参加条件］中学生以上 
［準備物］宿泊用の準備物、常備薬など ［最少催行人数］5人 ［予約］要（3日前まで） ［キャンセル規定］3日前から50％、当日100％ 
［運営］福井和泉リゾート（株） 大野市朝日前坂27 ［連絡先］00779-78-2248（担当/土本 8：00～17：00）、info@maesaka-camp.com

data

デートに最適のロケーション

標高600m、大野の山のふもとに広がる六呂師高原

は福井市中心部から車で約1時間で行ける高原リゾー

ト。高原牧場の牧歌的な風景や、高原スキー場や青

少年自然の家などアクティビティやアウトドアを楽し

むことができる。そして何といっても星空が美しいの

が最大の特徴。環境省・日本環境協会が実施した

「全国星空継続観測」において、平成17年度に「日

本一星空がきれい」と認定された。この場所は、天の

川も肉眼で鮮やかに確認できるほど。この星空を眺

めながらの特設カフェはロマンチック過ぎるシチュ

エーション！　高原牧場で育った乳牛の生乳を使っ

たシフォンケーキとドリンクをいただき、ガイドの解説

を聞きながら天体観測を行う。

ガイドが天体の

ことを詳しく

説明してくれる

［日程］4/14（土）、5/19（土）、6/16（土）、7/21（土）、8/18（土）19：00～21：00 ［集合場所］ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 ［料
金］大人1500円、中学生以下1000円、団体料金（10人以上）大人1300円、小人900円（※ケーキ、ソフトドリンクもしくはワイン 当日現金、荒
天時中止） ［参加条件］なし ［準備物］天体望遠鏡（レンタルはないので観測希望の際は持参） ［最少催行人数］10人 ［予約］要（4日前の
12：00まで） ［キャンセル規定］当日100％ ［運営］ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 大野市南六呂師169字東上谷野 
［連絡先］00779-67-1166（9：00～17：00、月曜休）、info@milk-koubou.com

data

experience

07 日本一の星空を眺めながらのひととき、
ロマンチックな「六呂師高原星空カフェ」

13：00～ チェーンソーで丸太切り体験
16：00～ ジビエを使ったアウトドアクッキング
19：00～ ドラム缶風呂体験

9：00～ 石徹白川散策、化石発掘
10：00～ 青竹を使った盆栽や皿作り　

1日目

2日目

※料理は一例でイメージです
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experience

09

ノルディックウォークは

リハビリでも

活用されている

「グランピング」は

世界でも注目大！

円立寺では瞑想と

水行も体験できる

越前大野の寺町通りで
選べるお寺体験と郷土ごばん

坐禅に水行、気持ちが引き締まる旅

“天空の城”で人気の越前大野城。ふもとに広がる大

野市街は、今から約400年前に金森長近公が京都を

模して碁盤の目の街づくりを手掛け、東側に寺院を集

めた「寺町」は、南北に約20の寺院が立ち並ぶ場所

に。今回のツアーはそれぞれの宗派の寺院が行う坐

禅や写経、水行などのおつとめを1つ選んで体験、法

話を聞きながら、心の安らぎと気持ちを引き締めるこ

とができる。大野で採れた野菜や伝統の味をふんだ

んに盛り込んだランチは、素材の味がしっかりしてい

る体に優しい味。伝統料理「半夏生サバ」は特製の

醤油をかけた後に焼き上げるので、そのままでも十

分。大野の清らかな水で育った米はまさに感動の味！

小学生以下は別メニューの食事を用意。

experience

10

［日程］通年10：00～13：00 ［集合場所］大野市観光協会 ［料金］大人（中学生以上）2000円、小人1000円（※当日現金、荒天時予定通り）
※お寺の体験料はお気持ちを賽銭箱にお願いします。水行体験は2000円(体験料と行衣のレンタル料を含む) ［参加条件］小学生以上 
［持参品］水行を行なう人はタオル ［最少催行人数］1人 ［予約］要（3～10日前の17：00まで） ［キャンセル規定］前日 50％、当日100％ 
［運営］大野市観光協会 大野市元町10-23 ［連絡先］00779-65-5521（8：30～17：00）、info@ono-kankou.jp

data

ちょっとリッチな気分で
グランピングお楽しみプラン

［日程］予約受付4/28（土）～ ［集合場所］パークホテル九頭竜 ［料金］11800円、小学生以下7560円（※1泊2食付、入浴券、バスタオル、
ハンドタオル付当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］なし ［最少催行人数］2人（定員3人） ［予約］要（4日前の12：00まで） ［キャンセル
規定］当日100％ ［運営］パークホテル九頭竜 大野市角野14-3 ［連絡先］00779-78-2326（9：00～17：00）、info@parkhotelkuzuryu.com

data

リッチな気分の森林浴

自然の中に都会の快適空間を持ち込むことによっ

て、「グラマラス」な「キャンピング」を楽しむ新しい

アウトドアスタイル「グランピング」。夕食のBBQに

は、サーロインステーキに骨付き豚ロースや骨付き

ソーセージなどが満載。地元野菜やチーズフォン

デュ、チョコレートフォンデュまで堪能できる。お風

呂は『パークホテル九頭竜』の大浴場でお風呂を楽

しめる。春の新緑から秋の紅葉まで、季節の恵みを

肌で感じながら贅沢な1泊2日を。

天空の城のまちをノルディックウォークde散策と
醤油カツ丼とおろしそばランチ

experience

08
心地よい汗を流してリフレッシュ

手軽さと全身運動効果が高い、2本のポールを使って歩くノル

ディックウォークで、公認指導員の指導の下、観光ガイドも同

行して城下町大野のまちなかを散策。休憩後は“天空の城”

で知られる越前大野城を登城。昼食は大野名物醤油カツ丼

定食を（ソースかつ丼も可）。体験終了後、希望者は無料で天

空の城撮影スポットへも案内してくれる。健康ボディを作りな

がら、観光も楽しむことができる、2度美味しい体験ツアー。

［日程］5/6（日）、6/24（日）、7/22（日）、8/26（日）、9/23（日）8：45～
13：00 ［集合場所］結ステーション 時鐘の下（大野市明倫町3ｰ37） 
［料金］（催行人数2名）2500円、JR利用2300円（催行人数4名）2200
円、JR利用2000円（※当日現金、荒天時中止） ［参加条件］なし ［準
備物］動きやすい服装・履物・リュックサック・雨具（雨天決行） ［最少催
行人数］2人 ［予約］要（7日前の20：00まで） ［キャンセル規定］前日
50％、当日100％ ［運営］おおの名倉堂 大野市錦町7ｰ21 
［連絡先］00779-64-5860（担当/吉村8：30～20：00、土曜日は13：00
まで、日曜日はメールのみ）、oono-nagura@guitar.ocn.ne.jp

data

瑞祥寺（曹洞宗）―坐禅、写経、法話（小人は写仏）
善導寺（浄土宗）―おつとめ、写経、法話（小人は木魚念仏）
円立寺（日蓮宗）―瞑想、水行、写経、法話※料理は一例でイメージです

※料理は一例でイメージです

※料理は一例でイメージです
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experience

09
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～ジビ×PON!～
大野産ジビエ料理と日本酒のペアリング

日本酒のポテンシャルを再発見

大野の清らかな水と米が生んだ日本酒、大野の自然

の中で育ったシカやイノシシを使ったジビエ料理。姿

は違えども双方とも大野の風土が育んだ食材たち。し

かしその組み合わせは誰もが未体験。そんないまだか

つてないイベントが開催される。創業280年以上、銘

酒『花垣』を醸造する『南部酒造場』の、趣ある酒蔵

の2階を会場として、純米酒から大吟醸酒までさまざ

まな日本酒とジビエ料理の妙を味わう。料理を提供す

るのは、福井市内でもさまざまなジビエ料理を手掛け

ているフレンチレストラン『Le Lien（ルリアン）』。ど

の種類の日本酒がどのジビエ料理に合うかはあなた

の舌で確かめてみて。SNS映えする料理満載。カメラ

の用意はお忘れなく。

experience

11

二つの相性は

是非自分の

舌で確かめて

［日程］6/24（日）、7/22（日）、8/26（日）14：00～16：30 ［集合場所］㈱南部酒造場店舗前 
［料金］6000円（※事前振込、荒天時予定通り） ［参加条件］20歳以上 ［最少催行人数］10人（定員18人） 
［予約］要（21日前の17：00まで） ［キャンセル規定］不可
［運営］㈱南部酒造場 大野市元町6-10 ［連絡先］00779-65-8900（担当/南部 9：00～17：00）、event@hanagaki.co.jp

data

家族で醤油作りにチャレンジ

名水は良い素材を育てる土壌を作り、自然の恵みを

人々は享受してきた。大野は名水を生かした醸造文化

が花開き、日本酒・味噌・麹、そして醤油の醸造場が

今も残っている。こちらの醤油は丸大豆を使用し、麹

づくりから手掛ける、全国でも数少ない醸造場。ここ

の体験蔵では、醤油の美味しさと実際の醤油の作り

方を体感できる。醸造発酵を促す「櫂（かい）入れ」

や、搾りの体験をした後、小瓶に詰めてオリジナルラ

ベルを作成すれば、世界で一つだけのMy醤油の完

成！　その後「良縁の樹」がある春日神社にて、オリ

ジナルの内符に願い事を書いて御守を作成。祈祷も

受けて大野の思い出を醤油と一緒に持って帰ろう。

醤油の味の

違いなども

レクチャーしてくれる

［日程］4/28（土）、6/2（土）、6/30（土）、7/28（土）10：00～12：00 ［集合場所］大野市観光協会 
［料金］2300円（※当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］なし ［持参品］拝殿ではふさわしい服装が望ましい（靴下着用） 
［最少催行人数］3人 ［予約］要（2日前17：00まで） ［キャンセル規定］当日50％
［運営］大野市観光協会 大野市元町10-23 ［連絡先］00779-65-5521（8：30～17：00）、info@ono-kankou.jp

data

experience

12 世界に一つのMy醤油を作って
オリジナルの御守りも作ろう

※料理は一例でイメージです
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市内には

発酵業を営む蔵が

8 つもある

福井県立恐竜博物館までは

近道で徒歩3分

【本物の化石を見つけよう】恐竜化石発掘体験！
太古の世界にタイムスリップ！

もしかしたら歴史的発見があるかも!?

experience

15

［日程］１日最大4回、曜日、季節により1日の開催回数は変更。「かつやま恐竜の森」ホームページ又は電話にて確認を（休日7/25～8/31を
除く毎週水曜、5/14～18、5/20） ［集合場所］どきどき恐竜発掘ランド正面、公園管理事務所（勝山市村岡町寺尾51-11） 
［料金］大人1030円、高校生830円、中学生以下520円 団体料金（10人以上）大人830円、高校生620円、中学生420円（※当日現金、荒
天時中止の場合あり） ［参加条件］4歳以上 ［準備物］軍手または手袋、雨具 ［最少催行人数］1人 ［予約］要（1日前まで） 
［キャンセル規定］なし（※当日定員に空きがある場合は、当日参加可能） ［運営］NPO法人 恐竜のまち勝山応援隊 勝山市村岡町寺尾
51-11　［連絡先］00779-88-8777（8：30～17：30）、https://kyoryunomori.net/

data

朝搾ったばかりの生乳から
みんなでアイス作り体験

experience

14

［日程］休館日（月曜）を除く平日13：00～14：00 ［集合場所］ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 ［料金］900円 団体料金（15人以上）
大人800円、小人800円（※当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］なし ［最少催行人数］10人 ［予約］要（4日前の12：00まで） 
［キャンセル規定］当日100％ ［運営］ミルク工房奥越前 六呂師 高原の時計台 大野市南六呂師169字東上谷野 
［連絡先］00779-67-1166（9：00～17：00、月曜休）、info@milk-koubou.com

data

他のアイスが食べられなくなるかも!?

牧歌的な風景が広がる六呂師高原で、搾りたてのフ

レッシュな生乳を使ってアイス作りはいかが？　材

料を投入する過程からスタートして、みんなで力を合

わせて混ぜ合わせることで、できあがったアイスは一

層おいしく感じられるはず。生乳の濃厚な味わいを

強く感じるアイスを食べれば、これ以上他のアイスク

リームは食べられないかも!?　体験後は、散策はも

ちろん、敷地内で六呂師高原のオリジナルスイーツ

ショッピングなども楽しめる。

～地元の人とふれあいながら～食と人を結ぶ！
七間朝市めぐりと地場野菜で発酵食ランチ

experience

13
美容にも健康にもうれしい体験

大野の新鮮食材や自慢の逸品が並ぶ「七間朝市」会場を地元

の人と一緒に歩くことで、大野の食文化や土地のことにも詳しく

なれるふれあい体験。売り子との会話も楽しみながら朝市を堪

能した後は、お楽しみのランチタイム。地酒や酒粕、麹（こうじ）、

味噌などの地元の発酵素材をたっぷり使った創作料理をいた

だけば、腸が活性化されてお肌もキレイに。お弁当タイプと膳タ

イプから好きな方を選べるが、どちらも季節の恵みいっぱい。

［日程］5/26（土）、6/23（土）、7/28（土）、8/25（土）10：00～12：00　 
［集合場所］大野市観光協会 ［料金］2300円、6歳以下500円（※野
菜のガイドとランチ代含む、当日現金、荒天時変更あり） 
［参加条件］なし ［最少催行人数］5人（定員15人） 
［予約］要（3日前まで） ［キャンセル規定］前日50％、当日100％ 
［運営］大野市観光協会 大野市元町10-23 
［連絡先］00779-65-5521（担当/畑 8：30～17：00）
info@ono-kankou.jp

data

福井県の発掘調査によって恐竜が発見されている現

場の原石が運ばれている「かつやま恐竜の森」ならで

は、“本物の”発掘体験を楽しめる。ハンマーとタガ

ネを使い、無我夢中で化石を掘り出そう。こちらの化

石は約1億2000万年前の白亜紀時代のもの。ティラ

ノサウルスが地上を闊歩していた時代。「この石を

割ったら、恐竜の化石が出てくるかも……」と思うと、

大人でもドキドキワクワクすること間違いなし。実

際、2014年には、当時小学生だった男の子が、日本

初、世界では2例目となる、恐竜時代の哺乳類の骨格

化石を見付けたこともあるのだとか！ 研究資料にな

るものを除き、化石は持ち帰ることができる。

※料理は一例で
　イメージです
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市内には

発酵業を営む蔵が

8 つもある

福井県立恐竜博物館までは

近道で徒歩3分

【本物の化石を見つけよう】恐竜化石発掘体験！
太古の世界にタイムスリップ！

もしかしたら歴史的発見があるかも!?

experience

15
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隣接の施設ではBBQや

露天風呂もナイト営業を予定

地球誕生の瞬間を体感して
恐竜の棲む世界へタイムトリップ

46億年前の地球に出合える！

平成元年から続く発掘調査によって、学術的に貴重な

恐竜化石が多数発見されている勝山市は、国内有数

の恐竜化石産地。太古の時代、この地はどのように

成り立っていったのか？　恐竜はどこにいたのか？　

気になる地球の歴史を楽しみながら学べる「ジオ・イ

ルミネーション」が遂にスキージャム勝山にて幕を開

ける。「太古と恐竜」をテーマに彩られた５つのエリ

アで、地球が誕生した46億年前に思いを馳せてみて

はいかが？　夜景評論家・丸々もとお氏の監修・プロ

デュースによる北陸最大級、幻想的な雰囲気のイルミ

ネーションの中で歴史を垣間見れば、まるでタイムス

リップしたかのような不思議な感覚を味わえること間

違いなし。子どもから大人まで存分に楽しめる。

experience

16

［日程］7/14（土）～9/14（金）18：30～22：00、9/15（土）～10/28（日）17：30～21：00※最終入場は45分前まで 
［集合場所］スキージャム勝山（勝山市170-70） ［料金］大人1000円、小学生500円、5歳以下無料（※当日現金、荒天時中止の場合あり） 
［参加条件］なし ［定員］なし ［予約］不要 ［キャンセル規定］なし ［運営］東急リゾートサービス 勝山市170-70 
［連絡先］00779-87-6109（9：00～18：00）

data

ゆっくりと

自然を楽しみ

エコドライブを

未来の乗り物
セグウェイ乗車体験

大自然との一体感を満喫

立ち乗り型電動二輪車「セグウェイ」は、自然環境に

やさしい未来の乗り物として世界中から注目されてい

る。そんなエコな乗り物を楽しむなら、広々とした自

然の中で風を感じながら走るのが一番！　豊かな自

然に恵まれた高原リゾート「スキージャム勝山」では

インストラクターがレクチャーしてくれながら30分間

のセグウェイ体験ができる。清々しい高原の風に包ま

れながら乗車すれば、まるで身体が浮いているような

高揚感を味わえる。上を見渡せばどこまでも続く広い

空、道中では季節の花々にも出会うことができるの

で、アウトドアが大好きな人も、都会暮らしで普段自

然に触れられない人もぜひ一度体験してみては。

experience

17

※イメージ

［日程］1日4回　①10：30②11：30③13：30④14：30⑤15：45※時期により異なる
［集合場所］スキージャム内ショップ「リリウム」 （勝山市170-70）
［料金］1800円（※当日現金、荒天時中止） ［参加条件］16歳以上、体重110kg以下 ［最少催行人数］1人 ［予約］要（1日前の16：00まで） 
［キャンセル規定］なし［運営］東急リゾートサービス 勝山市170-70 ［連絡先］00779-87-6109（9：00～18：00）

data
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悠久の時の流れを感じる
オトナの勝山・名所ガイドツアー

アクティブシニアにイチオシ

恐竜の時代から縄文・平安・江戸と、各時代の歴史が

点在する街・勝山。その歴史と自然の織りなす姿を知り

尽くす、知的好奇心探求のオトナのツアー。約1300年

前に開かれた白山信仰の拠点「平泉寺」、大矢谷白山

神社境内にある、高さ25メートル×横幅40メートルの

巨大な「大矢谷岩塊」、街なかから九頭竜川に向かって

約20数kmに及ぶ河岸段丘「七里壁」。何故ここに寺

ができたのか、何故ここに大岩が存在するのか、何故こ

んな壁が街の中にできているのか、そんな街の「何故」

にガイドが一つひとつ答えてくれる。昼食も国の有形重

要文化財に指定された『花月楼』にて食事を用意。築

100年を超える建築物の意匠を見るのもまた一興。

experience

18 清々しい朝の
平泉寺散策ガイドツアー

experience

19
人間の想像を

はるかに超える

巨岩

［日程］5/27（日）、6/10（日）、6/24（日）、7/8（日）、7/22（日）、8/12（日）、8/26（日）、9/9（日）、9/23（日）9：30～15：00 ［集合場所］えちぜん鉄道
勝山駅（勝山市遅羽町比島34-2-7） ［料金］8880円、小学生以下4440円（※当日現金、13人以上で団体割引あり、荒天時予定通り） ［参加条
件］なし ［準備物］歩きやすい靴 ［最少催行人数］7人 ［予約］要（3日前17：00まで） ［キャンセル規定］前日50％、当日100％ ［運営］勝山市観光
まちづくり（株） 勝山市本町2-6-21 ［連絡先］00779-87-0023（ジオターミナルインフォメーション、担当/本多、寺澤）、info@katsuyama-navi.jp

data

心身が清まる歴史散策

白山信仰の越前での拠点として717年に開かれた平

泉寺白山神社は、かつて神仏習合の時代の名残を残

し、日本有数の宗教都市として賑わった歴史を今の

私たちに伝えてくれる景勝地。日中の平泉寺もいいけ

れども、朝の静けさの中で雄大な時の流れを味わう

のは格別なもの。通常のガイドツアーは朝9時からだ

が、今回は特別に朝8時からのツアーなので、清々し

い気持ちで一日をスタートできる。参加人数は最大5

名という少人数ツアーなので、ガイドさんはマイクを使

わずに解説。精進坂から御手洗の池、拝殿、そして発

掘現場まで、平泉寺および地域一帯の歴史を詳しく

学ぶことができる。参加者との距離も近く、アット

ホームな雰囲気のツアーだ。

参道は

「日本の道100選」に

選ばれたことも

［日程］5/20（日）、6/3（日）、7/15（日）、8/19（日）、9/16（日）7：50～9：30 ［集合場所］平泉寺 まほろば前（勝山市平泉寺町平泉寺66-2-12） 
［料金］2500円（※当日現金、荒天時中止） ［参加条件］なし ［持参品］歩きやすい靴 ［最少催行人数］1人（定員5人、5人以上は要相談） 
［予約］要（2日前まで） ［キャンセル規定］3日前まで無料、前日50％、当日100％ ［運営］勝山市観光まちづくり（株） 勝山市本町2-6-21 
［連絡先］0779-87-0023 （担当/本多、寺澤、和田 9：00～17：30）、info@katsuyama-navi.jp

data

勝山市観光まちづくり 株式会社 福井県知事旅行第地-230号 勝山市本町2-6-21 00779-87-1245
・各プログラムは着地型ツアーの為、お越しになるまで、及びお帰りの交通手段については責任を負いません。
・旅行業法第12条の4の規定する取引条件説明書面は、当社で用意しております。・添乗員は同行しません。

※料理は一例で
　イメージです
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experience

18 清々しい朝の
平泉寺散策ガイドツアー

experience

19
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巨岩
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data
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機織りの仕組みも

学ぶことができる

原理は

コースターと同じ。

より美しく仕上げよう

羽二重織は

その滑らかな

手触りが身上

大人の社会見学プレミアムツアー
～絹の羽二重・知られざる世界～

「見て」「聞いて」「使って」体感

福井県では、古くから絹織物の生産が盛んで、明治中

期から大正初期にかけての最盛期には全国シェア1位

を誇った。このツアーはそのような、繊維王国・福井

の歴史を知り尽くす大人の社会見学ツアー。勝山散

策をしながら現在も絹織物羽二重を生産している

『東野東吉（ひがしのとうきち）織物』を見学。明治

40年創業のこちらは平成19年に「近代化産業遺産」

にも選ばれているほど価値のある工場だ。羽二重織

の歴史や工程を見学するほか、なめらかな羽二重織を

直接触れることもできる。道中では勝山名物について

も知りながら散策。ツアー終了後、なんと「絹の羽二

重織ストール」のお土産が付いてくるのだ！約2時間

の散策で絹織物について深く知ることができそう。

20
experience

［日程］月～金曜　10：00～12：00、15：00～17：00（操業中の工場の都合により中止の場合もあり） ［集合場所］はたや記念館 ゆめおーれ勝
山 ［料金］5400円（※当日現金、中学生以下は無料（ストールプレゼントはなし）、荒天時予定通り） ［参加条件］小学生以上（中学生以下は
保護者同伴） ［最小催行人数］1人（定員10人、10人以上は要相談） ［予約］要（7日前まで） ［キャンセル］前日までに電話連絡
［運営］勝山市観光まちづくり（株） 勝山市本町2-6-21 ［連絡先］00779-87-0023（担当/寺澤 9：00～17：00）

data

手織り体験上級編
ランチョンマット作り

experience

22

［日程］通年9：00～16：00の間の30～90分、臨時休館の場合がある
ので、休館情報はHPで確認 ［集合場所］はたや記念館 ゆめおーれ
勝山 ［料金］300円（※当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］5歳
以上（3～4歳児は大人同伴） ［最少催行人数］1人（定員80人） 
［予約］不要（10名以上の場合は要予約） ［キャンセル規定］なし
［運営］はたや記念館 ゆめおーれ勝山 勝山市昭和町1-7-40　 
［連絡先］00779-87-1200（担当/鈴木 9：00～17：00）、
www.city.katsuyama.fukui.jp/hataya/

data

［日程］通年9：00～15：30の間の90～120分、臨時休館の場合がある
ので、休館情報はHPで確認 ［集合場所］はたや記念館 ゆめおーれ
勝山 ［料金］1300円（※当日現金、荒天時予定通り） 
［参加条件］コースターを一人で手織りできる人 
［最少催行人数］1人（定員3人） ［予約］要予約 ［キャンセル規定］なし 
［運営］はたや記念館 ゆめおーれ勝山 勝山市昭和町1-7-40 
［連絡先］00779-87-1200（担当/鈴木 9：00～17：00）
www.city.katsuyama.fukui.jp/hataya/

data

持ち帰って使う楽しみも

コースターで味をしめてさらに本格的な作品作りに挑みたく

なった人は、24cm×40cmのランチョンマット作りにチャレ

ンジしてはいかが？　好きな柄、好きな色のランチョンマッ

トが完成すれば、おうちごはんがもっと楽しくなること間違

いなし。家族みんなで体験して全員の分が完成すれば、ラン

チョンマットに似合う献立を考えることも楽しくなりそう。は

たまた、お土産にしても喜んでもらえること必至！

手織り機を使った
コースター作り体験

experience

21
糸選びから楽しめる♪

明治時代中頃から織物業がスタートした“繊維のまち”勝山

の歴史や文化を学べる「はたや記念館 ゆめおーれ勝山」は、

織物にチャレンジできる体験コーナーも充実。卓上の手織り

機を使ったコースター作り体験は、所要時間約30分で子ども

でも簡単にオリジナルのコースターを作ることができる。好き

な色の糸を選んで手織り機に糸をセットしたら、いざ機織りス

タート！織り進めるほどにキレイな柄が浮かび上がっていく。
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目の前の街の風景が

形成された謎にも迫る

季節に合わせた

期間限定の

キャラクターも用意

ガイド・食事つき♪  あなたの知らない
勝山城下町巡りツアー

experience

24

［日程］毎週土曜日13：00～13：45 ［集合場所］旬菜食祭 花月楼 ［料金］1600円（※当日現金、食事代込、荒天時予定通り） 
［参加条件］なし ［予約］要（3日前の12：00まで） ［キャンセル規定］当日100％ 
［運営］旬菜食祭 花月楼（勝山市本町2-6-21） ［連絡先］00779-87-1355（担当/吉川 9:00～16：00、水曜休）

data

勝山の歴史・文化・食を満喫

商家が多く、城下町の名残を感じる勝山市。明治時

代以降に料亭街として栄えた河原町で、ひときわ華

やかな意匠を凝らした造りの「傘天井」がある『花月

楼』や、古くから市街地に暮らす人々の生活を潤して

きた湧き水「大清水（おおしょうず）」を巡る城下町

ツアー。ガイドの解説に耳を傾けながら歩くうち、閑

散とした商店街が、歴史が色づく街並みに見えてき

そう。里芋煮やニシン漬などの郷土料理など、豊かな

水に育てられた食材の味を堪能しよう。

まゆ玉を使った
簡単クラフト体験

experience

23
まんまるフォルムが愛おしい

蚕がつくったまゆ玉を使って、好きなキャラクターを作る手作

り体験。ホワイトザウルス、おかめインコ、マトリョーシカ、か

ものはし、ティラノサウルス、まねきねこなどから作りたいも

のを選んだら、カッターやハサミでまゆ玉を切ってパーツを

作って組み立てるだけ。モチーフ別に難易度が示されている

ので、手先の器用さには自信があるという人は、一番難しい

キャラクターにチャレンジしてはいかが？

［日程］通年9：00～16：00の間の20～60分、臨時休館の場合がある
ので、休館情報はHPで確認 ［集合場所］はたや記念館 ゆめおーれ
勝山 ［料金］350円（※当日現金、荒天時予定通り） 
［参加条件］小学生以上 ［最少催行人数］1人（定員60人） 
［予約］不要（10名以上の団体は要予約） ［キャンセル規定］なし 
［運営］はたや記念館 ゆめおーれ勝山 勝山市昭和町1-7-40 
［連絡先］00779-87-1200（担当/鈴木 9：00～17：00）
www.city.katsuyama.fukui.jp/hataya/

data

※料理は一例でイメージです

自分たちが住んでいる福井県の隠れた魅力をもっと知ってもらいたい！
そんな思いでこのプロジェクトに参加してくれたメンバーです。

福井県の良さを知ってもらうためにどんなプログラムがいいのか？
いろんなアイディアを出して、ふくのね発行を実現してくれた皆様に感謝です（敬称略）

今井 三偉 宇野 雅博
帰山 康幸

小玉 理恵

坂本 均
杉本 和歌子巣守 和義

大六 洋平

寺澤 寧子中村 圭吾
南部 拓也

野村 明志

山崎 真也
山本 恭子 和田 京子

伹川 弥生

「旅づくりふくい」とは
いつもの旅にちょっとしたスパイスを。福井が持つ隠れた魅力を、体験という形に変えて、旅を
楽しむプランを提案するプロジェクトです。ふくのねを通じて福井に住む皆さんにも、福井を訪れ
る皆さんにも、福井を知り、福井に感動し、福井を好きになってもらう活動を行なっています。
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目の前の街の風景が

形成された謎にも迫る

季節に合わせた

期間限定の

キャラクターも用意

ガイド・食事つき♪  あなたの知らない
勝山城下町巡りツアー

experience

24

［日程］毎週土曜日13：00～13：45 ［集合場所］旬菜食祭 花月楼 ［料金］1600円（※当日現金、食事代込、荒天時予定通り） 
［参加条件］なし ［予約］要（3日前の12：00まで） ［キャンセル規定］当日100％ 
［運営］旬菜食祭 花月楼（勝山市本町2-6-21） ［連絡先］00779-87-1355（担当/吉川 9:00～16：00、水曜休）

data

勝山の歴史・文化・食を満喫

商家が多く、城下町の名残を感じる勝山市。明治時

代以降に料亭街として栄えた河原町で、ひときわ華

やかな意匠を凝らした造りの「傘天井」がある『花月

楼』や、古くから市街地に暮らす人々の生活を潤して

きた湧き水「大清水（おおしょうず）」を巡る城下町

ツアー。ガイドの解説に耳を傾けながら歩くうち、閑

散とした商店街が、歴史が色づく街並みに見えてき

そう。里芋煮やニシン漬などの郷土料理など、豊かな

水に育てられた食材の味を堪能しよう。

まゆ玉を使った
簡単クラフト体験

experience

23
まんまるフォルムが愛おしい

蚕がつくったまゆ玉を使って、好きなキャラクターを作る手作

り体験。ホワイトザウルス、おかめインコ、マトリョーシカ、か

ものはし、ティラノサウルス、まねきねこなどから作りたいも

のを選んだら、カッターやハサミでまゆ玉を切ってパーツを

作って組み立てるだけ。モチーフ別に難易度が示されている

ので、手先の器用さには自信があるという人は、一番難しい

キャラクターにチャレンジしてはいかが？

［日程］通年9：00～16：00の間の20～60分、臨時休館の場合がある
ので、休館情報はHPで確認 ［集合場所］はたや記念館 ゆめおーれ
勝山 ［料金］350円（※当日現金、荒天時予定通り） 
［参加条件］小学生以上 ［最少催行人数］1人（定員60人） 
［予約］不要（10名以上の団体は要予約） ［キャンセル規定］なし 
［運営］はたや記念館 ゆめおーれ勝山 勝山市昭和町1-7-40 
［連絡先］00779-87-1200（担当/鈴木 9：00～17：00）
www.city.katsuyama.fukui.jp/hataya/

data

※料理は一例でイメージです

自分たちが住んでいる福井県の隠れた魅力をもっと知ってもらいたい！
そんな思いでこのプロジェクトに参加してくれたメンバーです。

福井県の良さを知ってもらうためにどんなプログラムがいいのか？
いろんなアイディアを出して、ふくのね発行を実現してくれた皆様に感謝です（敬称略）
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帰山 康幸

小玉 理恵

坂本 均
杉本 和歌子巣守 和義

大六 洋平

寺澤 寧子中村 圭吾
南部 拓也

野村 明志

山崎 真也
山本 恭子 和田 京子

伹川 弥生

「旅づくりふくい」とは
いつもの旅にちょっとしたスパイスを。福井が持つ隠れた魅力を、体験という形に変えて、旅を
楽しむプランを提案するプロジェクトです。ふくのねを通じて福井に住む皆さんにも、福井を訪れ
る皆さんにも、福井を知り、福井に感動し、福井を好きになってもらう活動を行なっています。
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福井を満喫するコンテンツがいっぱいの冊子「ふくのね」は全部で5シリーズ。
福井県内のJRの主な駅、勝木書店にて配布中。

ここでしか味わえない体験で、各地の文化や伝統を深く学ぼう。
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