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越前・若狭まつり
ドーンと福井 神楽坂

棒振り太鼓は、若狭町井ノ口地区に
1300年を超えて鎮座する熊野神社に
奉納するための芸能です。熊野神社
は、1646年に小浜藩主 酒井忠勝より
三代将軍 徳川家光の厄除祈願を執り
行う社として指定され、社殿が造られま
した。勇壮な棒振りの舞と、力強い太
鼓の響きをお楽しみください。

棒振り太鼓は、若狭町井ノ口地区に
1300年を超えて鎮座する熊野神社に
奉納するための芸能です。熊野神社
は、1646年に小浜藩主 酒井忠勝より
三代将軍 徳川家光の厄除祈願を執り
行う社として指定され、社殿が造られま
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北陸新幹線北陸新幹線

鯖のへしこ鯖のへしこ

若狭牛若狭牛 若狭ふぐ若狭ふぐ

協力／神楽坂商店街振興組合・神楽坂通り商店会・赤城神社・毘沙門天善國寺・嶺南広域行政組合・「海湖と歴史の若狭路」発信事業実行委員会
お問い合わせ／福井県嶺南振興局嶺南プロジェクト推進室 Tel.0770-56-2212 もしくは（一社）若狭湾観光連盟 Tel.0770-64-5640　※平日8：30～17：15

主催／福井県・（一社）若狭湾観光連盟　共催／福井新聞社　協賛／関西電力株式会社

越前おろしそば越前おろしそば

江戸時代、小浜藩の江戸屋敷は神楽坂周辺にありました。
これは寛永5年（1628年）に酒井忠勝が三代将軍徳川家光からこの地を
拝領し、後に若狭国（福井県）小浜藩の下屋敷となったのが始まりです。
神楽坂通りは、酒井家の下屋敷と牛込御門を結ぶ約１kmの道を、忠勝の
登城道として寛永年間に整備されました。
現在、矢来公園には「小浜藩邸跡」と記された石碑が建立されています。

※店舗・メニューは後日、HP・SNSで
　公開予定。ご期待ください！

※写真はイメージです

※写真はイメージです

神楽坂×越前・若狭ランチ
福井の食材を使ったメニューを

ご賞味ください。

の国内最大級

世界が認めた「年代のものさし」
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（赤城神社境内は両日とも午後５時まで）

各所で開催
（雨天決行）

神楽坂は福井県ゆかりの地です。

２０２４年春、いよいよ北陸新幹線が
福井県に延伸開業します。北陸新幹
線の3Dパネル展示や福井県の公式
キャラクター「ジュラチック」によるＰＲ
を行います。
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キャラクター「ジュラチック」によるＰＲ
を行います。

[会場] 赤城神社境内（ギャラリー内）[会場] 赤城神社境内（ギャラリー内）

福井・敦賀（つるが）開業に向けて

3年ぶり開
催決定！

　感染
防止策を

講じた上で
実施いたしますが、状

況によっては中止となる場合がござい
ますので

、ご了
承く
ださ
い

。

焼き鯖寿司焼き鯖寿司越前がに越前がに

※イベントの内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

福井県年縞博物館福井県年縞博物館
ねんこう

２０１８年にオープンした世界初
の「年縞」をテーマにした博物館。
年代測定の「世界標準のものさ
し」である、水月湖（すいげつこ）
の年縞の実物を展示します。
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［会場］赤城神社境内［会場］赤城神社境内

福井県立恐竜博物館から、
ティラノサウルス（頭骨）と、
さわれる実物化石を展示します。

★27日午後0時スタート
　 メイン会場⇔神楽坂下
★27日午後0時スタート
　 メイン会場⇔神楽坂下

「小浜藩酒井大老登城行列」「小浜藩酒井大老登城行列」

※登城行列は雨天時中止の場合あり
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鯖寿司と越のルビー（トマト）のサラダ
若狭へしこパスタ
ふくいサーモン炙りちらし
若狭牛の焼肉丼
ソースカツ丼
わかさ丼
越前おろしそば

越前・若狭特産品

[会場] 赤城神社

「カニ」や「へしこ」など“福井の味”を
用意しています。

販売コーナー

福井の
人気名産品が
当たる！！ 特産品の

お買い上げなどで
抽選券を差し上げます。

■ メニュー例

26日１１時2０分頃から
オープニングセレモニーを
赤城神社で実施します

26日１１時2０分頃から
オープニングセレモニーを
赤城神社で実施します
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大江戸線
牛込神楽坂駅

音楽の友ホール前

マンション前
毘沙門天
善國寺

登城行列
折り返し地点

赤城神社

D

1b
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越前・若狭の各地から自慢のグルメや特産品が大集合！
※数に限りがあります。

『神楽坂×越前・若狭ランチ』の店舗・メニューは後日、HP・SNSで公開予定。ご期待ください！

赤城神社境内A

毘沙門天 善國寺境内D

北陸新幹線の３Dパネル前でPhoto Spot体験！

世界が認めた年代のものさし「年縞」の実物を年縞
博物館から運んできます。

来て！ 観
て！ 食べて！ 

福井とと福井 in
越前・若狭まつり

恐竜王国福井コーナー

振る舞い酒

福井観光案内コーナー

アンケートご回答で粗品プレゼント！

アンケートコーナー

福井県立恐竜博物館から、
ティラノサウルス（頭骨）と、
さわれる実物化石を展示し
ます。

販売コーナーで５００円以上お買い上げいただくと抽選補助
券を差し上げます。（５枚で抽選1回）ふるってご参加ください！
※26日（土）、27日（日）両日ともに午後5時まで

年代のものさし 水月湖「年縞」コーナー

北陸新幹線コーナー

抽選会コーナー

福井の名所をドローンで撮影。専用ヘッドセットで
360°のバーチャル観光体験。

ふくい空中散歩360°VR映像

「小浜藩酒井大老 登城行列」が
神楽坂通りを練り歩きます。

２７日(日）

神楽坂下へ⇒午後0時スタート

販売予定の特産品

福井県で水揚げされ
たズワイガニは“越前
がに”と呼ばれ、黄色
いタグがつけられて
います。

“若狭ふぐ”は、ふぐの
中でも最高級とされ
るトラフグを若狭湾
で養殖・畜養したもの
です。

福井の美味

福井で学ぼう

福井の美味の中でも、代表は
やっぱり“越前がに”と“若狭ふぐ”

いろいろなジャンルの
　　　　文化施設がいっぱい！

世界が認めた
「年代のものさし」
世界が認めた
「年代のものさし」

年縞博物館年縞博物館
ねんこうねんこう福

井
県

▲年縞博物館
　ホームページ

※販売予定の特産品は予告なく変更、販売されない物も
　あります。ご了承ください。

東京都中央区銀座1丁目5-8
Ginza Willow Avenue
BLDG1階・B1階

東京都港区南青山5丁目4-41
グラッセリア青山内

東京都中央区銀座1丁目4-5 銀座アーバンビル21
東京メトロ銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」徒歩5分
有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩1分　ＪＲ「有楽町駅」徒歩3分

来場の際は
消毒をお願いします

赤城神社境内A

越前がに、せいこ蟹、練製品、たこ、
煮干し、杜仲茶、へしこ、鯖寿司、
焼鯖寿司､羽二重餅、水ようかん、
昆布製品、日本酒 ほか

福井県・敦賀市・美浜町・高浜町

音楽の友ホール前B

小鯛ささ漬、雲丹ひしお、焼き鯖、鯖寿司、
焼鯖寿司、魚の醤油干し、丁稚ようかん、
葛ようかん ほか

小浜市

マンション前C

錦賞しいたけ、自然薯、じねんじょそば、
梅干し、梅製品、名田庄漬け、へしこ、
鯖寿司、焼鯖寿司、魚の干物 ほか

おおい町

毘沙門天 善國寺境内D

梅干し、梅製品、梅酒、日本酒、お米、
へしこ、魚の干物 ほか

若狭町

・若狭ご当地カクテル
・ふくい日本酒呑み比べ

北陸新幹線が県内開業すると、東京と福井を乗り換えなしで最短２時間５３分の時間で移動
でき、ぐっと近くなります。新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、北陸新幹線が開業し
た暁にはぜひ福井県の魅力を体験しにいらしてください！
県では、北陸新幹線の福井・敦賀開業に向けた福井県の魅力を発信するＰＲチャンネルを作
成しました。
どうぞご覧ください。

2024年春 北陸新幹線 福井・敦賀開業

世界三大恐竜博物館の一つ。
福井は日本最大の恐竜化石発掘現場が
ある「恐竜王国」です。

▲YouTube

期間限定アンテナショップ
Limited Store 291

今後リニューアル予定の「福井県アンテナショップ」のご案内です。
ぜひご期待ください。

ふくい食の國 291
福井県アンテナショップ

ふくい南青山 291
コワーキング&カフェ

2023年2月下旬オープン予定 2023年3月下旬オープン予定

営業中


