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西長田駅

“非日常の日常”が福井にはある
2023年春、北陸新幹線が福井県にやってきます。

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。

07 丸岡城天守を眺めながらそば打ち体験 P10

02 鉄を溶断したり溶接して
オリジナルサインプレートを作ろう P5

20 福井の郷土料理を
手作りしてみよう！
おばあちゃんの味料理教室♪P22

11 国指定史跡吉崎御坊跡と
県境の歴史を学ぶ体験ツアー P14

12 初心者でも大丈夫。
ちょこっと乗馬体験 P15

06 福地鶏のたまご採り体験と
炊き立て卵かけごはん P9

01 「安島モッコ刺し」。
安島の歴史ある
刺し子文化が復活

P4

03 食べることのできる
“奇跡の国産バラ”の
花摘み体験

P6

08 ちいさな鉢植えに息づく
小宇宙空間を体感。
木炭寄せ植え体験

P11

15 鉢植えの球根を飾ろう！
ゆり球根植え体験

P18

05 三國湊レトロ散策
～着物パスポート～

P8

10 三國湊レトロ
三國湊マチノミセ
ワークショップめぐり P13

17 三國湊レトロ
レンタサイクルで巡る
三国の文化財

P20

14 北陸三大祭 三国祭を彩る
三国提灯の提灯職人が
伝授する提灯絵付け体験

P17

04 温泉farmピクニック♪
 和と洋の饗宴×若狭牛＆
幻のチーズブッラータ会席 P7

09 ファミリー・朝活女子に
オススメ♪早朝ピクニック

P12

16 あわら温泉で袴で
ぶらり×ランチ・
スイーツクーポン付き

P19

13 あわら完熟フルーツ
ピクニック

P16

18 芦原芸妓とふれあい
お座敷遊び

P21

19 華やかな舞妓・芸妓に変身 P21

local  foods

nature  /  f ie ld

other

trad i t ional  craf ts

東尋坊

丸岡城

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

おおらかな心で楽しむ

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

※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サイトで公開しています。
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デザイン次第で、

こんなにカワイイ

コースターに！

70年余り途絶えていた、安島（坂井市三国町）の
歴史ある刺し子文化の復活･普及

世代や時空、地域を超えるモッコ刺し

experience

01

ギャラリーオーナーが偶然見つけた、地元に伝わる

“モッコ刺し”。復活させたい想いと刺繍が趣味の美

容師、地元の海女、それぞれがタイミングよく出会い、

想いをさらに熱くし「安島モッコ刺し研究会」を発足。

毎年4月20日の雄島祭りで青年団が着用するハッピ

にモッコ刺しを施し、安島の歴史と文化継承を支えて

いる。現在は、さらなる技術の研究・向上と体験を継

続中。また、モッコ刺しを中心とした会話や交流も大

切にしており、世代と時空を超えた楽しいひと時を実

感できる。体験ではコースターを製作。1回目に歴史を

学び、基本的な刺し方と横刺しを実践。2回目は縦刺

し、3回目で仕上げる。「横刺しは地味だけど、縦刺し

で模様が見えてくると面白く感じますよ」とのこと。

［日程］1回目9/10（月）、2回目10/8（月・祝）、3回目11/12（月） 全3回すべて14：00～15：30（※3回の体験で1つの作品が完成します）
［集合場所］工芸ギャラリー（坂井市三国町安島26-34） ［料金］全3回5000円（税込、当日現金払い） ［参加条件］なし
［準備品］なし ［最少催行人数］ 1人 ［予約］要（1回目実施日の7日前の14：00まで） ［キャンセル規定］前日までに連絡
［運営］工芸ギャラリー ［連絡先］森岡千代子　0090-4324-8628（11：00～16：00）

data

着古し、色褪せたハッピにモッコ刺しが映える

experience

02

アイアンプラネットってどんなとこ？

硬い鉄の板を自分の操作で切断できたり、鉄板同士

が溶接技術でくっつく仕組みが分かったり、非日常の

世界がココだ。溶接と聞くと「バチバチと火花が飛んで

怖い、危険！」と思いがち。でも安全第一、プロの溶接

職人が丁寧に説明･指導するので安心を。稼働中の鉄

工所内である“現場”の雰囲気を肌で感じながら、2階

の体験スペース「アイアンプラネット」へ。重量感ある

プロ仕様の道具をスイッチオン！　すると目の前で飛

び散る火花にビックリ、思わずのけぞってしまいそうに

なるが、次第に慣れてコツもつかめてくる。操作は思っ

たより簡単で、「火花ってキレイ！」と思う余裕さえ出て

きそう。「鉄工所内のあの青白い光は何？」の正体がわ

かり、モノ作りへの興味が増すひと時になりそうだ。

アイアンプラネットは

秘密基地みたいな

雰囲気

鉄工DIY！  鉄を溶断したり溶接して
オリジナルサインプレートを作ろう

［日程］月曜～金曜16：00～18：00、土曜日13：00～17：00（第2、第4土曜日は除く）、日曜・祝日休 ［集合場所］株式会社長田工業所 工場内
（坂井市春江町西長田41-1-1）※駐車場あり ［料金］2700円～（税込、12cm×20cm、3文字までのサインプレート、当日現金払い）
［参加条件］小学3年生以上 ［準備品］なるべく汚れないようにしますが、一応、少々汚れてもいい服装。サンダルNG
［最少催行人数］1人以上（10人以上の場合、体験メニュー変更あり） ［予約］3日前の17：00まで ［キャンセル規定］（10人までなら）なし
［運営］株式会社長田工業所 ［連絡先］小林00776-72-1164（平日の9：00～12：00、13：00～17：00）

data

モノづくりを

楽しもう！

これに好きな色を
付ければ完成だ！
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食べることのできる
“奇跡の国産バラ”の花摘み体験

バラの魅力にどっぷりと浸る優雅な時間

美しい姿と優美な香りで、世界中で愛されるバラの

花。古代ローマではバラを浮かべたバラ風呂に入った

り、ローズオイルで香りをまとったり、さらには食用と

して使われていたりと、さまざまなシーンにバラが登

場していたという。『ゆりの里公園』では農薬を使わ

ずにバラを栽培。その希少な国産のバラが、1回5輪ま

での摘み取り体験で手に入るという。飾るのはもちろ

ん、農薬を使っていないのでバラ風呂や食材としても

安心して利用できるため、とくに女性に人気。花摘み

体験の後にはレシピをはじめとするバラの花の利用

方法をレクチャーしてくれるので、思い思いの方法で

バラを楽しめそう。美しいバラの花が優雅で幸せなひ

とときを提供してくれる。

experience

03

［日程］7/22（日） 10：00～10：25 ［集合場所］ゆりの里公園管理事務所（坂井市春江町石塚21-2-3） ［料金］1名600円（税込、当日現
金、荒天時予定通り） ［参加条件］団体の場合は開花状況によりお断りすることもあり ［準備物］特になし ［最少催行人数］2人
［予約］要（7日前の17：00まで） ［キャンセル規定］特になし ［運営］ゆりの里公園（坂井市春江町石塚21-2-3）
［連絡先］00776-58-0100（担当／ゆりの里公園管理事務所　9：00～17：00 火曜日休※6月は無休）、info1＠yurinosato.com

data

安心で安全なバラを

摘み取る貴重な体験！

温泉farmピクニック♪食と農をつなぐ！
料理長による和と洋の饗宴×若狭牛＆幻のチーズブッラータ会席

一夜限りの特別コースに感動!!

“幻のチーズ”と称されるブッラータ専門工房『Chee 

Bo』のチーズと、『齊藤牧場』の若狭牛を使った老舗

旅館料理長考案の限定会席を味わえる贅沢プラン。

若狭牛とブッラータの組み合わせを、無形文化遺産に

も選ばれた「和食」で表現するという斬新な取組み。

そこには、食材に込めた生産者の愛情や情熱と、素

材を活かしながら独創的な一皿を生み出す料理人の

こだわりが感じられ、味わいもひとしお。希望者は同

一料金で『田嶋牧場』での搾乳体験ができるので、こ

ちらもぜひ楽しみたい。夕食後は両牧場の生産者に

よるトークセッションも開催されるなど、食について

考える貴重な機会になりそうだ。

04
experience

［日程］6/1（金）、6/10（日）17：00～21：00（※搾乳体験不要の方は18：20～21：00） ［集合場所］あわら市観光協会（あわら市二面
33-1-5）、または各旅館 ［料金］1万8000円（税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］なし ［準備物］入浴セット、搾乳体験希望の
方は汚れてもよい服装・長靴など ［最少催行人数］10人 ［予約］要（7日前の16：00まで） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日前50％、前
日70％、当日および無連絡100％ ［運営］あわら市観光協会 ［連絡先］00776-78-6767（平日 8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

※料理は一例でイメージです

※宿泊プランもあり

受付（※搾乳体験希望の方のみ） 17：00
▼

田嶋牧場にて搾乳体験 17：20～18：00
▼

各旅館にて受付（※搾乳体験不要の方）
（6/1べにや旅館、6/10グランディア芳泉） 18：20

▼
旅館にて会席料理の夕食 18：30～19：30

▼
田嶋牧場、齋藤牧場の生産者によるトークセッション

「食と農をつなぐ」 19：40～20：10
▼

温泉入浴 20：10～21：00
▼

終了・解散 21：00
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食べることのできる
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体験の後にはレシピをはじめとするバラの花の利用

方法をレクチャーしてくれるので、思い思いの方法で

バラを楽しめそう。美しいバラの花が優雅で幸せなひ
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experience

03
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着物が似合う町、空間がある
三國湊レトロ散策～着物パスポート～

どこで撮影しても絵になる

古い町家や歴史ある建物が並び、ノスタルジックな情

緒あふれる三國湊。毎月第3日曜日を「レトロの日」と

し、着物着用で加盟店（下記）の特典が受けられる。

それ以外の日は、着物着用＋100円のパスポート購入

を。着物とは、和服や甚平、大正レトロモダンな雰囲

気の服装、夏は浴衣でもOK。各店の特典以上に好評

なのが各所での撮影だ。古い町並みを背景に着物姿

で撮影すれば、一瞬でタイムスリップ！　非日常の感

覚があり、着物での外出がさらに楽しくなるだろう。パ

スポート購入は三國會所にて。加盟店／アメリカンス

ラット、竹よし、三國湊座、三本日和、カルナ、茶房 鶯

花-kanrindo-、ハッピーマニアック、みくに園 三國湊店、

三国提灯 いとや工房、旧岸名家、マチノクラ

05
experience

［日程］水曜日以外随時 ［集合場所］三國湊町家館（坂井市三国町北本町4-6-55）※駐車場あり
［料金］100円（税込、当日現金払い） 毎月第3日曜日は「レトロの日」なのでパスポート不要 ［参加条件］着物もしくは着物に準ずるレトロ
な装い（甚平やハッピなど）を着用 ［準備品］着物着用 ［最少催行人数］ 1人以上 ［予約］不要 ［キャンセル規定］なし
［運営］一般社団法人 三國會所 ［連絡先］三國會所　00776-82-8392（9：00～17：00）

data

町並みと着物の自分を

イメージしてみて

ニワトリのたまご採り体験と
炊きたて卵かけごはん

福井の地鶏・福地鶏の新鮮な卵を味わう

「うみたての卵を自分で採って、炊きたてのごはんで卵

かけごはんが食べたい」。そんな憧れを抱いているあ

なたに朗報! 豊かな自然のなかにある平飼いの養鶏

場で、ニワトリとふれあいながら卵の収穫体験ができ

る。まずはニワトリや卵の説明を受け、福井県産のお

いしいお米を研いで炊飯器のスイッチオン。ごはんが

炊けるまでの間に、ニワトリの餌やりやうみたて卵の

収穫をする。炊きたてのごはんに先ほど収穫した卵を

のせれば、理想の卵かけごはんのできあがり。プリプ

リとした白身にぽっこりと盛り上がった黄身は、卵が

新鮮な証拠。卵のおいしさを存分に堪能できる。周り

には3頭の若狭牛も放牧されているので、近くにいれ

ばえさやりも可能。

06
experience

［日程］6月～9月の毎週土曜日、日曜日10：00～11：30（※6月3日、9月8日、9月9日は休み、臨時休業あり） ［集合場所］福井県畜産試験
場内 なかよしとんがり牧場の駐車場（坂井市三国町平山68-34）※集合場所から職員の先導で養鶏場まで案内 ［料金］1人1600円
（税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］養鶏業関係者は防疫のため参加不可 ［準備物］汚れても良い服装、軍手、マスク
［最少催行人数］3人 ［予約］要（7日前の17：00まで） ［キャンセル規定］前日50％、当日100％ ［運営］株式会社マイファームオリジン
（坂井市三国町池上48-12-2） ［連絡先］0090-7312-5682（担当／山本幸太郎 9：00～17：00）、origin＠myfarm.co.jp

data

※料理は一例でイメージです

これまでにない

美味しさを堪能

o
th

e
r

lo
ca

l 
fo

o
d

s

8 9



着物が似合う町、空間がある
三國湊レトロ散策～着物パスポート～

どこで撮影しても絵になる

古い町家や歴史ある建物が並び、ノスタルジックな情

緒あふれる三國湊。毎月第3日曜日を「レトロの日」と

し、着物着用で加盟店（下記）の特典が受けられる。

それ以外の日は、着物着用＋100円のパスポート購入

を。着物とは、和服や甚平、大正レトロモダンな雰囲

気の服装、夏は浴衣でもOK。各店の特典以上に好評

なのが各所での撮影だ。古い町並みを背景に着物姿

で撮影すれば、一瞬でタイムスリップ！　非日常の感

覚があり、着物での外出がさらに楽しくなるだろう。パ

スポート購入は三國會所にて。加盟店／アメリカンス

ラット、竹よし、三國湊座、三本日和、カルナ、茶房 鶯

花-kanrindo-、ハッピーマニアック、みくに園 三國湊店、

三国提灯 いとや工房、旧岸名家、マチノクラ

05
experience

［日程］水曜日以外随時 ［集合場所］三國湊町家館（坂井市三国町北本町4-6-55）※駐車場あり
［料金］100円（税込、当日現金払い） 毎月第3日曜日は「レトロの日」なのでパスポート不要 ［参加条件］着物もしくは着物に準ずるレトロ
な装い（甚平やハッピなど）を着用 ［準備品］着物着用 ［最少催行人数］ 1人以上 ［予約］不要 ［キャンセル規定］なし
［運営］一般社団法人 三國會所 ［連絡先］三國會所　00776-82-8392（9：00～17：00）

data

町並みと着物の自分を

イメージしてみて

ニワトリのたまご採り体験と
炊きたて卵かけごはん

福井の地鶏・福地鶏の新鮮な卵を味わう

「うみたての卵を自分で採って、炊きたてのごはんで卵

かけごはんが食べたい」。そんな憧れを抱いているあ

なたに朗報! 豊かな自然のなかにある平飼いの養鶏

場で、ニワトリとふれあいながら卵の収穫体験ができ

る。まずはニワトリや卵の説明を受け、福井県産のお

いしいお米を研いで炊飯器のスイッチオン。ごはんが

炊けるまでの間に、ニワトリの餌やりやうみたて卵の

収穫をする。炊きたてのごはんに先ほど収穫した卵を

のせれば、理想の卵かけごはんのできあがり。プリプ

リとした白身にぽっこりと盛り上がった黄身は、卵が

新鮮な証拠。卵のおいしさを存分に堪能できる。周り

には3頭の若狭牛も放牧されているので、近くにいれ

ばえさやりも可能。

06
experience

［日程］6月～9月の毎週土曜日、日曜日10：00～11：30（※6月3日、9月8日、9月9日は休み、臨時休業あり） ［集合場所］福井県畜産試験
場内 なかよしとんがり牧場の駐車場（坂井市三国町平山68-34）※集合場所から職員の先導で養鶏場まで案内 ［料金］1人1600円
（税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］養鶏業関係者は防疫のため参加不可 ［準備物］汚れても良い服装、軍手、マスク
［最少催行人数］3人 ［予約］要（7日前の17：00まで） ［キャンセル規定］前日50％、当日100％ ［運営］株式会社マイファームオリジン
（坂井市三国町池上48-12-2） ［連絡先］0090-7312-5682（担当／山本幸太郎 9：00～17：00）、origin＠myfarm.co.jp

data

※料理は一例でイメージです

これまでにない

美味しさを堪能

o
th

e
r

lo
ca

l 
fo

o
d

s

8 9



自分で打ったそばは格別、絶品！
丸岡城天守を眺めながらそば打ち体験

麺の太さが違っても、自作はおいしい

丸岡町といえば、そばと丸岡城。その2つを同時に楽し

めるのがこの体験だ。丸岡産の玄そばを選別、丸抜

き、石臼挽きのそばはとても風味があると好評で、それ

を自分で打って食べるのだから味は格別！ もちろん初

心者でも丁寧な指導があるから大丈夫。初めは不安で

も、そば粉をこね、形が変わり、工程が進んでいくと面

白くなってくるはず。体験中には楽しくて歓声があがる

ことも多く、中にはこれを機に、そば打ちが趣味になる

人もいるよう。打った後は、福井名物のおろしそばを味

わって。1鉢6食分なので、残りは自宅用、あるいはお

土産にもできる。体験中、窓からは四季折々の美しい

丸岡城を眺められる。おいしいそばで満腹になった後

は、ぶらり丸岡城散策がオススメである。

07
experience

［日程］随時開催 10：00～12：00、13：00～15：00（そば打ち体験1時間、食事・休憩1時間）
［集合場所］一筆啓上茶屋内 そば処カウンター（坂井市丸岡町霞町3-1-3）※駐車場あり ［料金］3000円（税込、当日現金払い）
［参加条件］1鉢あたり1人 ［準備品］持ち帰り用保冷バッグ ［最少催行人数］1人 ［予約］要（14日前の16：00まで） ［キャンセル規定］なし
［運営］そば処 一筆啓上 ［連絡先］00776-67-1775

data

※料理は一例でイメージです

※写真は
　イメージです

丸岡城の天守閣は2重3層
で、現存する日本最古のもの！

たっぷりの大根おろしを
かけて召し上がれ～

ここだけの体験で小さな自然を満喫

保水のほか脱臭、殺菌、マイナスイオン効果な

ど、さまざまな長所のある木炭に、お好みの山

野草を植えていく寄せ植え体験。小さな木炭

を使った寄せ植えを載せる器に、土の風合い

を感じる地元の越前焼を使うことで、一体感

のある仕上がりに。盆栽よりも小ぶりなかわ

いらしいものができあがるので、部屋に飾って

も主張しすぎずインテリアにもよく馴染む。毎

日の生活のなかにちょっと潤いが欲しいとき

や、忙しい日々にホッとする瞬間が欲しいと

き。この体験を通して手軽に自然の安らぎを取

り入れることができそう。木炭の加工に高度な

技術を必要とするため、他では見られない珍し

い体験をすることができる。水やりや摘心など

のお手入れの方法もレクチャーしてくれる。

自分の部屋に合うように

自分の感性で

作ってみよう

［日程］6/9（土）、10（日）、16（土）、17（日）
10：00～16：00の間（所要時間は30分ほど）
［集合場所］ゆりの里公園管理事務所
（坂井市春江町石塚21-2-3）
［料金］2000円（税込、当日現金、荒天時予定通り）
［参加条件］小学生以下は保護者同伴
［準備物］特になし ［最少催行人数］2人
［予約］要（7日前の17：00まで）
［キャンセル規定］特になし
［運営］ゆりの里公園（坂井市春江町石塚21-2-3）
［連絡先］00776-58-0100
（担当／ゆりの里公園管理事務所 9：00～17：00
火曜日休※6月は無休）、
info1＠yurinosato.com

data

experience

08 ちいさな鉢植えに息づく小宇宙空間を体感。
木炭寄せ植え体験
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自分で打ったそばは格別、絶品！
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を自分で打って食べるのだから味は格別！ もちろん初
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人もいるよう。打った後は、福井名物のおろしそばを味
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丸岡城を眺められる。おいしいそばで満腹になった後

は、ぶらり丸岡城散策がオススメである。

07
experience

［日程］随時開催 10：00～12：00、13：00～15：00（そば打ち体験1時間、食事・休憩1時間）
［集合場所］一筆啓上茶屋内 そば処カウンター（坂井市丸岡町霞町3-1-3）※駐車場あり ［料金］3000円（税込、当日現金払い）
［参加条件］1鉢あたり1人 ［準備品］持ち帰り用保冷バッグ ［最少催行人数］1人 ［予約］要（14日前の16：00まで） ［キャンセル規定］なし
［運営］そば処 一筆啓上 ［連絡先］00776-67-1775

data

※料理は一例でイメージです

※写真は
　イメージです

丸岡城の天守閣は2重3層
で、現存する日本最古のもの！

たっぷりの大根おろしを
かけて召し上がれ～

ここだけの体験で小さな自然を満喫

保水のほか脱臭、殺菌、マイナスイオン効果な
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［参加条件］小学生以下は保護者同伴
［準備物］特になし ［最少催行人数］2人
［予約］要（7日前の17：00まで）
［キャンセル規定］特になし
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experience
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ファミリー・朝活女子にオススメ♪
早朝ピクニック

体の中からすっきりキレイになれる

朝の凛とした空気の中、伝統芸能館でのヨガ体験や

サイクリングで始まる早朝ツアー。7/8（日）は朝ヨガ

＋ホテルバイキング＆朝風呂＋スムージー、7/22（日）・

29（日）はサイクリング＋あわら温泉の蟹がらを肥料

に育てた「かにからトマト」の収穫体験＋旅館での朝

食＆朝風呂＋スムージーと、開催日によって違う体験

が楽しめるのも魅力。朝から心地よく体を動かした

後、温泉旅館での朝食と朝風呂、さらに農家カフェの

夏野菜とフルーツをたっぷり使ったスムージーと、美

と健康に導くメニュー満載で贅沢な一日の始まりを

体感できる。

09
experience

健康になれそうな

体験がいっぱい

［日程］7/8（日）7：00～10：30（ヨガ&かにからトマトのお土産付）、7/22（日）・29（日）7：00～11：30（サイクリング＆トマト収穫体験付）
［集合場所］伝統芸能館（あわら市温泉1-203） ［料金］大人4500円、4才以上12才未満2500円（税込、当日現金、荒天時プログラム
変更あり） ［参加条件］なし ［準備物］入浴セット、雨具、7/22（日）・29（日）参加の方は自転車（※前日宿泊の方はレンタサイクルあり）
［最少催行人数］10人 ［予約］要（4日前の16：00まで） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日前50％、前日70％、当日および無連絡100％
［運営］あわら市観光協会 あわら市二面33-1-5　［連絡先］00776-78-6767（平日 8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

※料理は一例でイメージです

古い良き町家の中での思い出作り
三國湊レトロ  三國湊マチノミセ ワークショップめぐり

三国の魅力を体験で満喫しよう

experience

10

三國湊で新たに誕生したお店たちが「三國湊マチノミ

セ」を結成。古き良き町家が立ち並ぶノスタルジックな

風景に似合う、個性的で素敵な店ばかり。その店での

体験を通じて、三國湊の文化や伝統を感じてみよう。

三味線体験をはじめ、フォトスタンドやキーホルダー、

ペンダント、提灯、盆栽など様々で、店主とのコミュニ

ケーションや集中したモノ作りで、時間の経つのも忘れ

てしまうほど。例えば、盆栽作りは好きな木と器を選ぶ

ところからスタート。作り方に加え、手入れ法も聞きな

がら砂を入れ、茎に針金を巻き付け、好きな形に整えて

いく。簡単そうでなかなか難しいけれど、少しずつ表情

を変えていく盆栽はまさにアート作品。驚きと感動が

いっぱいだ。三國湊の思い出をたくさん持って帰ろう。

［日程］随時開催 三味線体験9：00～17：00（竹よし／随時、20分）、提灯作り11：00～（いとや工房／1時間半）、フォトスタンド作り・キーホルダー
作り・ペンダント作り12：00～（ハッピーマニアック／各30分）、盆栽作り（みくに園／13：00～1時間） ［集合場所］三國湊町家館（坂井市三国町
北本町4-6-55）※駐車場あり ［料金］三味線体験2,000円、フォトスタンド作り1,000円、キーホルダー作り1,000円、ペンダント作り1,500円、提
灯作り2,000円、盆栽作り2,000円＋材料代（すべて税込、当日現金払い） ［参加条件］なし ［準備品］なし ［最少催行人数］ 1人以上 ［予約］要
（7日前の17：00まで）［キャンセル規定］なし ［運営］一般社団法人 三國會所 ［連絡先］三國湊町家館　00776-82-8392（9：00～17：00）

data

初めての三味線にドキドキ、ワクワク

完成後は、

床の間において

撮影タイム！
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【名物ガイドと歩く歴史ツアー】
国指定史跡吉崎御坊跡と県境の歴史を学ぶ体験ツアー

蓮如ゆかりの地を学びながら散策

浄土真宗中興の祖・蓮如上人が北陸での布教の拠点

として創建した吉崎御坊。後に一向一揆蜂起の基盤

ともなった吉崎御坊跡を中心に、蓮如の残した史跡

と加賀・越前国境の歴史を楽しく学びながら散策す

る。「吉崎語り部の会」のガイドによる分かりやすい

解説と、個性豊かな語り口も魅力のひとつ。宗教離れ

が進む中、北陸の地に根付いた蓮如の教えがもたら

した本当の意味と、それを大切にしてきた人々の思い

を知ることで、現代に通じる何かを見つけることがで

きるはずだ。高村光雲四大作のひとつ「蓮如像」や

国指定史跡・吉崎御坊跡から見る眺望の素晴らしさ

など、数多くの見どころも楽しみたい。

experience

11

［日程］4月～10月（案内可能時間10：00～16：00） ［集合場所］あわら市吉崎公民館（あわら市吉崎8-34） ［目安の料金 ※7人までの申
込で1人あたり］御山コース（所要時間1時間、歩く距離約2km）1000円、御山と鹿島の森コース（2.5時間、約4km）2000円、御山と旧
吉崎道コース（3.5時間、約7km）3000円、御山と旧北陸道コース（6時間、約18km）5000円（税込、当日現金、8人以上で団体割引あ
り、荒天時プログラム変更あり、別途昼食等の要望も対応可） ［参加条件］心身とも健康で体力のある方 ［準備物］動きやすい服装
［最少催行人数］2人 ［予約］要（2日前の17：15まで） ［キャンセル規定］なし ［運営］吉崎語り部の会（吉崎公民館内）
［連絡先］00776-75-1205（平日8：30～17：15）、yamamoto.awara＠gmail.com

data

御坊跡の公園内に蓮如像が建てられている
かわいくて賢い、馬の魅力を発見!

のどかな自然に囲まれた高台にある『パ・ドゥドゥ』

は、馬を知って、馬と楽しく過ごしてもらうことを大切

にしている乗馬クラブ。どの馬もスタッフと共に10年

以上このクラブにいるため、緊張することなく落ち着

いているのが特徴。そのため、馬とふれあうのが初め

てという初心者でも、安心して乗馬体験ができる。騎

乗するのは15分程度だが、そのなかで、自分で手綱を

持って発進、誘導、停止などを体験。待っている間に

は、馬に触ったり、持参すればニンジンをあげたりなど

の体験もできる。乗馬や馬とのふれあいを通して馬の

賢さやかわいい表情など、馬の魅力を発見しよう。

［日程］10：00、11：00、14：00、15：00（所要時間は30分ほど、火曜日休、それ以外でお休みする場合あり） ［集合場所］乗馬クラブ パ・
ドゥドゥ（あわら市赤尾50-4-1） ［料金］1名あたり3000円（税込、当日現金） ［参加条件］小学校4年生以上、1グループ4名まで
［準備物］長ズボン、靴下 ［最少催行人数］1人 ［予約］要（3日前の17：00まで） ［キャンセル規定］なし
［運営］乗馬クラブ パ・ドゥドゥ（あわら市赤尾50-4-1） ［連絡先］00776-74-0081（担当／猪坂 10：00～17：00 火曜日休）

data

experience

12 初心者でも安心。ちょこっと乗馬体験

動物とのふれあいはストレスを解消してくれそう

第一種動物取扱業
乗馬クラブ パ・ドゥドゥ

H25.10.24
H30.10.23
猪坂 英俊

名　称

種　別 保管 訓練 展示 販売

登録年月日
有効期限
取扱責任者

登録番号
福井県指令

第SO8K
042号

第SO8K
043号

第SO8K
044号

第SO8K
045号

H30.4.1 時点
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り、荒天時プログラム変更あり、別途昼食等の要望も対応可） ［参加条件］心身とも健康で体力のある方 ［準備物］動きやすい服装
［最少催行人数］2人 ［予約］要（2日前の17：15まで） ［キャンセル規定］なし ［運営］吉崎語り部の会（吉崎公民館内）
［連絡先］00776-75-1205（平日8：30～17：15）、yamamoto.awara＠gmail.com

data

御坊跡の公園内に蓮如像が建てられている
かわいくて賢い、馬の魅力を発見!
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experience
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夏休みの思い出に！ ファミリー♪カップルにオススメ♪
あわら完熟フルーツピクニック

あわらの美味を満喫!!  お土産付も魅力

坂井北部丘陵地が広がるあわら市では、古くからスイ

カやメロン、柿、梨などの果樹栽培が盛ん。あわら温

泉の蟹がらを堆肥化させて土づくりに活用している農

園での旬のブドウ（シャインマスカット・藤稔・ピオー

ネなど）の収穫体験（ひと房お持ち帰り）と、みずみず

しく爽やかな甘さのあわら梨1袋（1.5kgお持ち帰り）

袋詰め体験＆完熟梨ジュースの試飲ができるなど、フ

ルーツ好きにはたまらない内容!!　さらにあわら市内

で使えるお得なランチスイーツめぐりクーポン付で、ま

ちなかグルメも楽しめる。愛情込めて作られるあわら

の美味をたっぷり食べて、持ち帰って、おいしい思い

出をたくさん残そう。

13
experience

［日程］8/21（火）～25（土）、8/28（火）～31（金）、9/1（土）、9/4（火）～8（土）14：30～15：30（※受付11：30～12：00）
［集合場所］あわら市観光協会（あわら市二面33-1-5） ［料金］大人4500円、4才以上12才未満4000円（税込、荒天時予定通り）
［参加条件］なし（※あわら市観光協会から農園まではタクシーまたは自家用車で移動） ［準備物］なし
［最少催行人数］1人 ［予約］要（4日前の16：00まで） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日前50％、前日70％、当日および無連絡100％
［運営］あわら市観光協会 ［連絡先］00776-78-6767（平日 8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

※料理は一例で
　イメージです

蟹がらは有機肥料としても
有効で、土壌改良の効果
もあるとか

できたら家に飾って

灯りをともそう

北陸三大祭 三国祭を彩る　
三国提灯の提灯職人が伝授する、提灯絵付け体験

郷土工芸品・三国提灯で日本の伝統にふれる

experience

14

その昔、北前船交易で栄えた三國湊。情緒あふれる古

い街並みをのんびりと歩けば、個性が光るさまざまな

店と出会えるのが魅力。そのひとつが、竹ひごを組むと

ころからすべて手作業で提灯を作る『三国提灯いと

や』。こちらでは提灯に絵を描き、世界でひとつだけの

オリジナル提灯を作ることができる。好きな文字や

絵、家紋やキャラクターなど、デザインは自由。絵の具

で色付けをして乾かせばできあがりなので、おみやげ

としてすぐに持ち帰ることが可能。通常の絵付け体験

のほか、最近人気を集めているのが職人と同じように

型紙から作り、職人が実際に行う絵付け方法を伝授

してくれる「絵付け体験Pro」。当日はどちらかを選ん

で体験することができる。

［日程］随時11：00～15：00最終受付（所要時間は1時間～1時間30分ほど、水曜日休） ［集合場所］三国提灯いとや（坂井市三国町南
本町2-3-29） ［料金］1人2000円（※当日現金・カード利用可、4人以上の団体は1人1,800円）
［参加条件］小さなお子様は保護者同伴 ［準備物］小さなお子様はエプロン、提灯に描くデザイン（ある方のみ） ［最少催行人数］1人
［予約］要（前日の16：00まで） ［キャンセル規定］なし ［運営］三国提灯いとや工房（坂井市三国町北本町4-4-46）
［連絡先］00776-81-3574（担当／小島　8：00～20：00）、info＠itoya-chouchin.jp

data
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鉢植えの球根を飾ろう！
ゆり球根植え体験

簡単鉢植え体験でゆりの花を身近に感じる

坂井市の花に指定されている“ゆり”。約20種類、15

万輪もの色とりどりのゆりの花が咲き誇る『ゆりの里

公園』では、地域の花としてゆりにもっと親しみを

持って欲しいという思いから、ゆりの球根植え体験を

開催する。ゆりの球根は他の花の球根よりも深く植え

る必要があるが、実際に植える作業を体験しながらそ

の理由を学ぶ。好きなゆりの球根を2つ選び、鉢に植

えるという20分程度の短時間の体験ではあるが、こ

の夏にはすぐにキレイな花を見ることができるとい

う。さらに、見頃が終わっても来年の夏にまた花を咲

かせるので、楽しみも倍増。鉢植えに必要なものはす

べて揃っているので、手ぶらで来て気軽に体験ができ

るのもうれしい。

experience

15

［日程］6月～7月の平日 10：00～10：20最終受付（所要時間は20分ほど、火曜日休 ※6月は無休） ［集合場所］ゆりの里公園管理事務所
（坂井市春江町石塚21-2-3） ［料金］1鉢700円（税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］小学生未満は保護者同伴 ［準備物］特
になし ［最少催行人数］2人 ［予約］要（7日前の17：00まで） ［キャンセル規定］特になし ［運営］ゆりの里公園（坂井市春江町石塚21-2-3） 
［連絡先］00776-58-0100（担当／ゆりの里公園管理事務所　9：00～17：00　火曜日休※6月は無休）、info1＠yurinosato.com

data

6月には約20種類

15万輪のゆりの花が

咲き誇るよ

3800平方メートルの展示圃場の中にゆりを
シンボルとした施設「ユリーム春江」がある

experience

16

袴姿であわらの街を散策

漫画『ちはやふる』ゆかりの場所や風情ある温泉街な

ど、人気のフォトスポットが点在するあわら市。きりり

とした袴姿で写真を残せば、旅先での楽しい思い出

もより印象深いものになりそう。このプランには着付

けに必要なもの一式が含まれており、手荷物も預かっ

てもらえるので、手ぶらで気軽に袴でのまち歩きが楽

しめるのも魅力。あわら市内のランチやスイーツ、温

泉たまごづくり体験、入浴割引がついたお得なクーポ

ンも利用でき、地元ならではの美味やお土産、体験を

たっぷり満喫できるのもうれしい。女性はもちろん男

性や子供用の袴も準備してもらえるので、カップルや

家族にもおススメ!!

漫画『ちはやふる』の聖地「あわら」
あわら温泉で袴でぶらり×ランチ・スイーツクーポン付き

［日程］通年毎週金曜日10：00～13：00 ［集合場所］伝統芸能館（あわら市温泉1-203）
［料金］4700円（税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］なし ［準備品］なし ［最少催行人数］1人
［予約］要（2日前の17：00まで） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日前50％、前日70％、当日および無連絡100％
［運営］あわら市観光協会 あわら市二面33-1-5 ［連絡先］00776-78-6767（8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

映画の主人公に

なった気分
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たくさんの文化財があるのはなぜ？を解明
三國湊レトロ～レンタサイクルで巡る三国の文化財

御朱印が3つもあるってホント?!

文化財とは建物だけではない。例えば、三国突堤。

防波堤だが、先人達が町を守るために作り上げたドラ

マチックな話があるのだ。この他にも、お寺の多さや

著名な文学者が訪れている理由、3つもある滝谷寺の

御朱印、突然現れる坂道、階段、細い道など、様々な

“なぜ？”が溢れている。それらをミニ資料館「マチノクラ」

で勉強した後、自転車で町へGO！　時には止まって地

域の人とおしゃべりしたり、町並みを眺めて過去に想

いを馳せてみたり、勉強したことを思い出し確認しなが

らの行程はかなりディープ、修学旅行気分だ。Aコース

のメインデッシュは、素敵な雰囲気の「魚志楼」で味

わう三国ならではの料理。空腹を満たそう。Bコースの

「ゆあぽーと」では、走り疲れた体をゆっくり癒して。

experience

17

［日程］随時開催 ［集合場所］三國湊町家館（坂井市三国町北本町4-6-55）※駐車場あり ［料金］Aコース1,800円～、Bコース1,200
円（税込、当日現金払い、荒天時はプログラム変更あり） ［参加条件］大人のみ ［準備品］Bコースはバスタオルなど入浴の準備
［最少催行人数］1人 ［予約］Aコースのみ要（3日前の17：00まで） ［キャンセル規定］なし
［運営］一般社団法人 三國會所 ［連絡先］三國會所　00776-82-8392（9：00～17：00）

data

旧森田銀行本店 庭園が有名だけど、参道も素敵な滝谷寺

魚志楼の甘エビ天丼。この他のメニュー
も有（料理に応じて料金変更）

Ａコース
10：00　三國會所
10：10　マチノクラ
10：35　旧岸名家・

旧森田銀行本店
11：10　滝谷寺
12：10　魚志楼
13：10　終了

Bコース
13：00　三國會所
13：10　マチノクラ
13：35　旧岸名家・

旧森田銀行本店
14：10　滝谷寺
15：10　眼鏡橋・三国突堤
16：10　ゆあぽーと
17：10　終了

※料理は一例で
　イメージです

お座敷遊びは

新鮮な体験になりそう！

ハマっちゃうかも!?

【現役芸妓が「着付けします！」】
華やかな舞妓・芸妓に変身

［日程］通年14：30～15：30 ［集合場所］伝統芸能館（あわら市温泉
1-203） ［料金］1人3000円（税込、当日現金、荒天時予定通り）
［参加条件］なし ［準備品］なし ［最少催行人数］6人
［予約］要（3日前17：00まで） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日
前50％、前日70％、当日および無連絡100％
［運営］あわら市観光協会 あわら市二面33-1-5
［連絡先］00776-78-6767（8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

［日程］通年9：00～11：30／13：00～15：30 ［集合場所］伝統芸能館（あわら市温泉
1-203） ［料金］1万3000円、2人申込の場合1万1500円、3人申込の場合1万円（1
人当たりの金額、税込、当日現金、荒天時予定通り） ［参加条件］身長150cm以上 
［準備品］クレンジング ［最少催行人数］1人、※各回最大3人まで ［予約］要（3日
前の17：00まで、前日まで問い合わせ可能） ［キャンセル規定］3～4日前30％、2日
前50％、前日70％、当日および無連絡100％ ［運営］あわら市観光協会 あわら市二
面33-1-5 ［連絡先］00776-78-6767（8：30～17：00）、enjoyplus＠awara.info

data

男性もOK！  記念日にもおススメ

“あわら温泉の華”と言われる現役の芦原芸妓による着付

で、憧れの芸妓・舞妓に大変身!!　本物のかつらや着物、化粧

を身にまとう特別な体験は記念日の思い出づくりにもピッタ

リ。母娘や友達同士、男性や海外の方も受付OK。オプション

でプロカメラマンによる記念撮影（5カット5000円※人数に

よって割引あり、旅館の庭で撮影する場合は＋1000円）も選

択でき、記念の一枚も残せる。

受け継がれてきた大人の遊びの文化
芦原芸妓とふれあいお座敷遊び

experience

18

experience

19

お座敷遊びを気軽に体験

かつて芸の格調の高さで全国にその名を知られた芦原芸妓。

全国的に芸妓の数が少なくなる中、今もあわらの地で活躍す

る現役芸妓の舞踊や唄、おもてなしを気軽に楽しめるお菓子

とお茶付きの日帰りツアーを開催。「宴席に芸妓さんを呼ぶの

は敷居が高い」「芸妓遊びの仕方が分からない」と二の足を

踏んでいる方も、その楽しさを体験すればイメージが変わるこ

と間違いなし!!　ここでしか聞けない花街秘話も楽しめる。

※写真は一例でイメージです
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赤ちゃ
んも

喜んで
食べら

れる

優しい
味

福井の郷土料理を手作りしてみよう！
おばあちゃんの味料理教室♪

懐かしいふるさとの味を習得

「打豆なます」やニシンの入った「昆布巻き」、「油揚

げごはん」など、福井で昔から食べられてきた郷土の

味。愛情がたっぷり詰まった優しい料理は栄養も満

点で、心も体も元気にしてくれる。この教室ではそん

な懐かしい“おばあちゃんの味”を取り入れ、バランス

よくクッキング。市の食生活改善推進員が講師とな

り、調理の工程やポイントなど、色々な話を聞きなが

らひと手間かけた料理を楽しく作り上げていく。調理

後には参加者みんなで作った料理を味わうランチタイ

ムも楽しみのひとつ。親子での参加も大歓迎!!

20
experience

［日程］6/16（土）9：30～12：30 ［集合場所］あわら市食育スタジオ（あわら市春宮2-25-17 あわら市学校給食センター内）
［料金］無料（※荒天時予定通り） ［参加条件］小学生以上（保護者同伴）
［準備物］エプロン、三角巾、手ふきタオル ［予約］要（10日前の17：00まで） ［キャンセル規定］なし
［運営］あわら市健康長寿課 あわら市市姫3-1-1 ［連絡先］00776-73-8023（平日8：30～17：15）、chojyu＠city.awara.lg.jp

data

※料理は一例で
　イメージです
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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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