
10･11月中は､福井県内各地で農業･自然体験ができます！
あわらとみつ金時・収穫祭！ あわら

夢ぐるま公
園

あわらの秋の味覚!とみつ金時の芋ほり体験してみませんか？その他、
クラフトワークショップ、｢ふわり｣で焼き芋販売予定!この日だけのイ
ベント盛りだくさん!あわら夢ぐるま公園に来てくださいね！

TEL:080-7662-5869（出蔵）
住所：あわら市北潟267-237 あわら夢ぐるま公園 主催：グリーンシェルター

日時 10月29日㊏（雨天時は30日㊐に延期） 
13：00～15：00

芋ほり体験 1株200円～
（予約者優先）

あわら市

タラソテラピー健康ウォーキング
スマートウォッチ（貸出）を装着し、１分間８０歩ぐらいの速さで、心拍数を
測りながら科学的根拠のもと生活習慣病予防・改善に有効な健康ウォー
キングを体験しましょう。

TEL:0778-28-1123  検索→越前市エコビレッジ交流センター
住所：越前市湯谷町25-25-2 エコビレッジ交流センター（さかのくち活性化協議会）

定員 20人

坂口どじょうレストラン
コウノトリの里で、カルシウムやコラーゲンたっぷりのどじょうと坂口
産の野菜を食べて秋を感じましょう｡

日時 10月8日㊏･11月19日㊏
12：00～14:00

料金 2,000円

越前市

越前市

越前市 越前市

ストレスフリーハイキング
自然の中でストレス解消の習慣を身に付けよう！！

ハイキングと森林浴を楽しみながら、道中での瞑想を取り入れたプロ
グラムです。少しだけ日常から離れた「プチリトリート」的な感覚でリ
フレッシュしましょう～。

TEL:0778-25-6051（荻田）
検索→http://e-labs.jp/　一般社団法人環境文化研究所　実施場所：村国山（越前市帆山町）

定員 10人

米粉でなんでもクッキング体験
パン、ピザ、スィーツ、お好み焼き、餃子、うどん、グラタン等、なんでも
米粉で作ってみよう！

TEL:090-2125-0879（田中）  検索→ロハス越前
住所：越前市高瀬２－３ ごはんカフェはぐもぐ
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、マスク

日時 10･11月の毎週月曜日（祝日除く）
１３:3０～１5:００

越前市 しらやま・大人の竹取物語
若須岳（標高564ｍ）ふもとの竹林で、竹ほうきづくり。
竹林伐採で里山整備。この活動はSDGｓにつながります。
前泊または後泊で、若須岳登山もしてみませんか？

料金 2,500円（昼食代・保険代含） 宿泊費別途要
日時 10月23日㊐ 9：30～13:30

定員 10人

燻製づくり体験
段ボールで燻製箱を作り、チーズ、かまぼこ、ナッツ、魚
介類、ベーコン等を燻製にしてみよう。自分で作った燻
製でランチして楽しもう！

TEL:090-1639-2110
　　　(塚﨑・サウスウインドクラブ)
申込み：nashinokidani@gmail.com
住所：越前市黒川町93-1-1 里山ガーデン梨の木谷
持ち物：軍手、持ち帰り用タッパー、飲み物

TEL:090-3297-2182（森）
申込み：kirinnomori@hotmail.co.jp
住所：越前市上杉本町11-7 白山さんち

TEL:090-3297-2182（森）
申込み：kirinnomori@hotmail.co.jp
住所：越前市上杉本町11-7 白山さんち

料金 2,000円
日時 11月5日㊏ 10：00～14：00

※7日前までに要予約

※締切日/10月25日※締切日/3日前まで

※締切日/実施日の3日前

※締切日/10月9日

越前市 山野草の苔玉作り＆十割板取そばランチ
四季折々の自然の恵みと丁寧な暮らしを体
現している山ふところ工房で、山野草の苔
玉作り＆十割板取そばランチ付き！
秋の気配を感じながら過ごしましょう。

TEL:090-2032-3842  検索→山ふところ工房
住所：越前市市野々町12 山ふところ工房

料金 3,500円

日時 10月16日㊐ 10:00～13:00
定員 7人

※要予約

※締切日/10月20日

里山けんこうウォーク
（歴史と自然を感じながら健康になろう）

【健脚コース】馬借街道を歩きます。中山峠か
大坂山か、目指す所は当日のお楽しみ。
【のんびりコース】エコビレを起点にのんびり
歩きます。コースは当日のお楽しみ。

TEL:0778-28-1123  検索→越前市エコビレッジ交流センター
住所：越前市湯谷町25-25-2 エコビレッジ交流センター（さかのくち活性化協議会）

日時 10月16日㊐ 8：00～12：00
料金 地区外の方/500円（坂口産おにぎり付）

料金 1,500円

定員 各コース/30人

定員 10人（最小遂行人数2名）

越前市

干し柿作りを楽しむ里山の農村体験！
ヤギの餌やりと干し柿作り体験を楽しみ
ます。豊かな秋の里山の農家民宿で、ゆ
ったり過ごしませんか。

TEL:０９０-２１２３-３８５１
検索→農家民宿オーベルジュフジイフェルミエ
住所：福井市西畑町2-17 農家民宿オーベルジュフジイフェルミエ

料金 2,000円

日時 10月20日㊍～11月20日㊐
日、時間は応相談

福井市

丘の上で、お抹茶ＴＩＭＥ！ あわら
夢ぐるま公

園

夢ぐるまカフェ横のデッキスペースで北潟湖が見渡せる風光明媚な景
色を楽しみながら、お抹茶で一服しませんか？

TEL:090-8265-2741（竹嶋）
住所：あわら市北潟２６７－２３７（夢ぐるま公園隣） 夢ぐるまカフェふわり

日時 10月8日㊏（悪天候の場合は9日㊐）
12：00～15：00

あわら市

九頭竜湖 紅葉カヤック
オープニングサービスデー

今年は福井で遊ぶところを探している人、初めてカヤックに乗る人、是
非この機会に雄大な九頭竜湖のカヤック体験をしてみてくださいね！

TEL:0779-67-1117（要予約）
検索→奥越前まんまるサイト

料金 　　　　　　 大人/2,500円 
　　　　　 小学生/2,000円
３歳以上～未就学児/1,000円～

定員 14名/各回  最少催行人数 ２人/各回 定員 6名/各回  最少催行人数 ２人/各回

大野市 ツリークライミング体験会
秋の自然の中でツリークライミングに挑戦。この機会に今まで見たことの
ない高い木からの景色と味わったことのない感覚を是非ご体験ください。

大野市

日時 10月8日㊏  ①7：00～ ②8：20～ ③9：40～ ④11：00～
※所要時間1時間の体験カヤックです。

日時 10月30日㊐  ①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
　　　　　　　 ④14：00～ ⑤15：00～

集合解散：九頭竜ダムキャンプ場駐車場（大野市下半原61）
※JR越美北線九頭竜湖駅よりR158号線を車で約20分

※小学生は、保護者と同乗。天候の急変により中止になることもあります｡

TEL:0779-67-1117（要予約）
検索→奥越前まんまるサイト 集合解散：福井県総合グリーンセンター

（坂井市丸岡町楽間15）※※天候の急変により中止になることもあります

日時 10月26日㊌・30日㊐
11月27日㊐・30日㊌
時間など詳細はHPでご確認下さい。

料金 2,200円 定員 15人（各回）

料金 ５００円/人（事前予約30名）
当日券20名
（着物で来場の方先着10名様にプレゼント有）

TEL:090-5175-0635（宇野）
検索→ｆａｃｅｂｏｏｋ宇野いく子
持ち物・服装：長袖、長ズボン、軍手、タオル2本、飲み物、長靴、帽子、着替え
集合場所：池田町志津原１７－２　能面美術館駐車場

五感で楽しむ！アーシングツアー
素足や素手で直接地面に触れて自然を感じましょう。収穫した山菜･野草
も食事でいただきましょう～！
日時 10･11月 ①9:20～13:00 ②14:00～17:40

池田町

料金 大人（15歳以上）/7,000円
     2人以上～/5,000円（1人あたり）
（保険・山菜食事付き）

※前日までに電話で要予約

河和田の里でMy「山うに」を仕込もう
～海はないけど「うに」はある～

河和田地区の伝統薬味「山うに」を、地元産の柚子、赤ナンバ、鷹の爪な
どを使用して、名人と一緒に仕込みましょう。自分の味
を見つけてください。※そばアレルギーの方は参加不可。

TEL:0778-51-2110（杉本） 鳥獣害のない里づくり推進センター　　　　　　
会場：鯖江市上河内町19-37-2 ラポーゼかわだ

料金 2,000円/1セット・組(親子やお友達でご参加ください)

日時 11月26日㊏･28日㊊
10：00～、14：00～

定員 8組/回　1組3人まで（試食追加 500円）

鯖江市

和紙ちぎり絵体験教室＆竹田ｄｅ作品展
大自然に囲まれた古民家で、癒しのちぎり絵体験教
室と作品展を開催。縦長の色紙に、野原をはねるウサ
ギと満月を、ちぎり絵で表現します。

TEL:0776-50-2393（清水） 駐車場:竹田コミュニティセンター
※詳しくは､ちくちくぼんぼんまでお問い合わせください｡

日時 10月22日㊏･23日㊐
9：00～16：00

日時 10月22日㊏･11月19日㊏
10：00～11：30（少雨決行） 

料金 1,200円（体験料）、作品展は無料 料金 500円（スマートウォッチ貸出、月替わり健康情報、保険実費）
定員 1日最大20名まで×2日 定員 ２０名（申込不要・当日現地集合）

坂井市

越前市 コウノトリなりきりツアー
今回のみ限定のコウノトリ飼育ケージ特別見学や、若須岳（標高564ｍ）登山
し、山頂から眺める風景はコウノトリの目線。丸ごと一日、コウノトリ気分です。
前泊または後泊可。

料金 大人/2,500円 子供/1,500円
 （昼食代・保険代含） 宿泊費別途要

日時 10月29日㊏ 9：30～14:00

定員 15人

※締切日/10月19日

つきたてお餅食べ放題＆餅つき体験！
地元東郷のたんちょう餅米を使用したつきたてお餅の食べ放題！おろし
餅、安倍川、海苔巻き等、食べ放題です！

日時 10月～11月の土曜日
11：30～14:00

料金 1,100円（子供500円）

料金 小学生以上～大人/2,000円
※参加対象は小学生以上

福井市

TEL:0776-41-8220
TEL:090-1632-3708(岩佐)
検索→https://kinetousu.net
住所：福井市上東郷町22-7 福井ふるさと茶屋 「杵と臼」

予約希望、
当日は12時まで（　　　　　　　  ）

TEL:070-8470-5941(牧野）（福井健康ウォーキングの会)
住所：坂井市三国町崎15-45　休暇村越前三国駐車場

坂井市

TEL:090-8960-1525(國吉)
メール：ohara-eco@nifty.com
検索→小原ECOプロジェクト
住所：勝山市北谷町小原地区

勝山 秋の紅葉と、しし垣探訪ツアー勝山市

勝山市小原地区の美しい紅葉と、
地元に残る珍しい、しし垣石垣ツアー。

定員 10人（要予約）

日時 10月29日㊏ 9：30～13:00
料金 2,000円

越前町 古民家カフェ「くまカフェ」でお笑いライブ！
ご時世、息苦しいひと時をくまカフェで飲
み物を飲みながら、お笑いライブ（なべちゃ
んやまちゃん、他2組）で吹き飛ばしてみま
せんか！

TEL:0778-32-2412（水野） 住所：越前町熊谷41-15

料金 2,000円
(コーヒーorバナナジュース付)

日時 11月12日㊏ 15:30～16:30

定員 20人（要予約）

検索→facebook さばえのけもの

県が認定する農遊コンシェルジュがいる施設です！ ➡ 詳細はコチラ


