
ニッポンの仕事場を巡る旅・越前市

2022年3月12日㊏～5月21日㊏
まち歩き参加者募集！参加者募集！

福井県
•越前市

マルカワみそ

3月12日（土）開催 3月26日（土）開催

3月30日（水）
4月 2 日（土）
4月 3 日（日）開催 5月5日（木）開催 5月21日（土）開催

織織織 刃刃刃 街街街 祭祭祭 食食食
春コースのラインナップ春コースのラインナップ



3月12日㊏  
※添乗員なし（現地係員がご案内します）　※食事条件／朝食なし、昼食なし、夕食なし
●新型コロナウイルス感染状況によっては、ツアーを中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ポイント

出発日 旅行代金

コース

バスツアー

朽飯八幡神社

井上リボン工業 第1工場 朽飯八幡神社宝物殿 井上リボン工業 井上リボン工業

「朽飯八幡神社」「朽飯八幡神社」「井上リボン工業」「井上リボン工業」見学見学とと

● 機織祖神を祀る「朽飯八幡神社」を地元ガイドが説明。
 さらに、ツアー参加者限定で宝物殿を特別公開。
● 「井上リボン工業」のギャラリーと創業当時からの工場を見学。
 細幅織物の特徴と技術を学ぶ。
● RENEW/2021総合案内所である「うるしの里会館」からも乗降可能。

〈 13：00 〉 観光・匠の技案内所（集合 ）ー
〈 13：30 〉 うるしの里会館（バス乗車のみ）ー朽飯八幡神社(解説を聞きながら 
 見学／約40分)ー井上リボン工業(解説を聞きながら見学／約60分）ー

〈 16：05 〉 うるしの里会館（バス乗車のみ）ー〈 16：45 〉JR武生駅前（解散）

井上リボン工業 解説

井上 豊彰さん
（常務取締役）

朽飯八幡神社 解説

上坂 範夫さん
（ふくま振興会）

5,000円（おとな1名様）

ポイント

コース

バスツアー

世界が注目！越前打刃物V字回復の謎とは？

武生特殊鋼材

黒﨑打刃物 武生特殊鋼材 黒﨑打刃物

驚愕の切れ味と独創的なデザイン驚愕の切れ味と独創的なデザイン材料の革新・日本を代表する材料の革新・日本を代表する

「武生特殊鋼材」と「黒﨑打刃物」見学「武生特殊鋼材」と「黒﨑打刃物」見学「武生特殊鋼材」と「黒﨑打刃物」見学「武生特殊鋼材」と「黒﨑打刃物」見学
●「武生特殊鋼材」の工場を見学。特殊鋼の特徴や技術を学ぶ。
●「タケフナイフビレッジ」ではガイド付きで工房を見学。
●「黒﨑打刃物」では職人の話を聞きながら工房を見学。

〈 13：00 〉 観光・匠の技案内所（集合）ー
 武生特殊鋼材（解説を聞きながら見学／約90分）ー
 黒﨑打刃物・タケフナイフビレッジ
 ※（解説を聞きながら見学／約70分）ー
〈 16：45 〉 JR武生駅前（解散）

黒﨑打刃物 解説
黒﨑 優さん
（伝統工芸士）

武生特殊鋼材 解説　

河野 通郎さん
（代表取締役社長）

3月26日㊏  
※添乗員なし（現地係員がご案内します）　※食事条件／朝食なし、昼食なし、夕食なし
●新型コロナウイルス感染状況によっては、ツアーを中止させていただく場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

出発日 旅行代金 10,000円（おとな1名様）

5人最少催行人員

5人最少催行人員

タイアップ
ちょっぴり

プレゼント付き！

リボン業界全国シェア1位の
福井を支える

“繊維王国・福井”のルーツと
機織祖神を祀る織織織

刃刃刃

「繊維王国 福井
」が誇る歴史と技

術の

一端に触れてみ
てください！

くだし

2月28日までのお申し込みで

2,500円引き
2月28日までのお申し込みで

2,500円引き
早割早割

2月28日までのお申し込みで

5,000円引き
2月28日までのお申し込みで

5,000円引き
早割早割

越前打刃物が世
界から

注目される理由
をお伝えします

！



〈 10：30 〉 武生公会堂記念館（越前市学芸員による武生のまち並みに
 関する歴史講座）ー館内展示自由見学（「地図・古写真でみる

 越前市のまち並み 武生編」を見学）ー昼食ー城下町の痕跡をたどる

 まち歩き（越前市学芸員の解説を聞きながら巡る）ー

〈 16：30 〉 武生公会堂記念館
 （展示室で学芸員によるギャラリートークの後、解散）

※添乗員なし（現地係員がご案内します）　※食事条件／朝食なし、昼食1回、夕食なし
●新型コロナウイルス感染状況によっては、ツアーを中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

ポイント

出発日 旅行代金

コース

越前カルチャーキャンパス

本町・神明町（橘町の金燈籠）【昭和初期】 本町・神明町 村国橋（現在の万代橋）【大正末期～昭和初期】 万代橋

「地図と古写真でみる 越前市のまち並み～武生編～」「地図と古写真でみる 越前市のまち並み～武生編～」

府中城下町の謎府中城下町の謎
● 午前は座学。武生公会堂記念館で、
 武生のまち並みについて学芸員が解説。
● 午後はフィールドワーク。学芸員の解説により、
 城下町の痕跡を散策（昼食、おやつ、プチギフト付き）。

入江 隆亮さん
（越前市文化課 学芸員）

3,900円（おとな1名様）

ポイント

コース

バスツアー

SDG'sコース

マルカワみそ

是広商店 マルカワみそ 是広商店

「マルカワみそ」と「是広商店」見学「マルカワみそ」と「是広商店」見学
●「マルカワみそ」の工場を見学。味噌の特徴を学ぶ。
 ショップで当日使える1,000円お買物券をプレゼント。
●「是広商店」では社長の話を聞きながら豆腐作り工場の見学。
 福井県産大豆を使ったお豆腐をプレゼント。

〈 9：30 〉 観光・匠の技案内所（集合）ー
 マルカワみそ（解説を聞きながら見学／約60分）ー
 是広商店(解説を聞きながら見学／約40分)ー
〈 12：00 〉JR武生駅前（解散）

是広商店 解説
是広 憲一さん
（社長）

マルカワみそ 解説

河崎 紘徳さん
（専務取締役）

5月21日㊏  
※添乗員なし（現地係員がご案内します）　※食事条件／朝食なし、昼食なし、夕食なし
●新型コロナウイルス感染状況によっては、ツアーを中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

出発日 旅行代金 3,900円（おとな1名様）

まち歩き

国産大豆にこだわり地域から食の安全を守るモノづくりの手仕事国産大豆にこだわり地域から食の安全を守るモノづくりの手仕事

5人最少催行人員

5人最少催行人員

越前市文化課とタイアップ

ちょっぴりプレゼント付き

4月2日㊏
［好評につき追加開催］［満員御礼］

4月3日㊐
［好評につき追加開催］

3月30日㊌

 解明！ 解明！若手学芸員と歩く
街街街

食食食

普段、何気なく
見ていた武生の

まちの見方が変
わりますよ！

こだわって作っ
た自慢の味を

ぜひ楽しんでく
ださい！

武生公会堂記念館 館蔵品展



5月5日㊍  
※添乗員なし（現地係員がご案内します）　※食事条件／朝食なし、昼食なし、夕食なし
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、神輿を巡行するまつりの開催可否は4月中旬に決定します。
　神事のみの開催になる場合は、当ツアーは催行決定後でも中止とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

ポイント

出発日
旅行代金

コース

千三百余年受け継がれた祭礼

神輿渡り

紙祖神 岡太神社・大瀧神社

雅楽 お上り

越前和紙産地と「神と紙の祭り」に酔いしれる
● 約1500年前に紙漉きの技術を伝えたとされる紙祖神・川上御前を祀る 
 岡太神社・大瀧神社の春例祭「神と紙のまつり」を見学。
● まつりや今立五箇の見どころを紹介するミニ講座を開催。
●  C便はまつりの最後に、紙祖神・川上御前を神輿にお移しし、
 奥の院までお送りする神事「お上り」に同行。
 提灯の灯りに照らされた夜の権現山を登る。 川崎 博さん

（岡本ガイドの会）

2,500円 3,000円（おとな1名様）

バスツアー

【A便】〈 11：00 〉 JR武生駅（集合）ー
  和紙の里（まつり／自由解散・自由見学）

  ※途中「休憩所」にて「まつりミニ講座」（約30分）ー

 〈 14：40 〉 JR武生駅（解散）

【B便】〈 14：50 〉 JR武生駅（集合）ー
  和紙の里（まつり／自由解散・自由見学）

  ※途中「卯立の工芸館」にて「まつりミニ講座」（約30分）ー

 〈 18：50 〉 JR武生駅（解散）

【C便】〈 19：00 〉 JR武生駅（集合）ー
  休憩所（まつり／自由解散・自由見学）

  ※途中「休憩所」にて「まつりミニ講座」（約30分）ー

 〈 22：50 〉JR武生駅（解散）
A便・B便 C便

神と紙の郷の春祭り
福井県無形民俗文化財

毎年5月、古式のままに斎行される「紙祖神 岡太神社・大瀧神社の春祭礼」。

奥の院から里宮への神迎え（お下り）に始まり、今立五箇地区の各神社への神輿渡り、

最終日に行われる、奥の院への神送り（お上り）。

そして、先払いの天狗、白丁姿の駕与丁番にかつがれたお神輿、万灯に高張り提灯……。

幽玄にしてすさまじい迫力に「日本古来の祭り」そのものを見ることができます。

また、「紙能舞・紙神楽」「湯立て神事」の行事も、

日本固有の伝統的祭礼の姿を伝承するもので、全国でも稀なものです。

お

あが

紙祖神 岡太神社・大瀧神社（国の重要文化財）の例大祭

お下り5月3日㊋
2022年

お

あが

5人最少催行人員

山頂の奥の院に鎮座される紙祖神「川上
御前」を、神輿で里宮までお迎えします。

例大祭・紙能舞・紙神楽5月4日㊌
2022年

神輿渡り・お上り5月5日㊍
2022年

「紙能舞」は紙祖神・川上御前が伝承
した紙漉きの所作を女性が一人で演じ
る無言舞。「紙神楽」は紙漉き技の無言
狂言で、越前紙漉き唄にあわせて子ど
もたちが演じます。

年に一度の御巡幸を喜び、五箇地区内で神輿の争奪戦が繰り広げ
られる「神輿渡り」。出発地点の紙祖神 岡太神社・大瀧神社で「神
幸祭」を行った後、地区内の各神社で紙祖神・川上御前の争奪戦が
繰り広げられる風景は、見応えたっぷりです。最後の「お上り」で、
紙祖神・川上御前を神輿にお移しし、奥の院までお送りします。

祭祭祭
まつりの最終日

の

盛り上がりを体
感してください

！

ミニ講座付きの
シャトルバスを
A便、B便、C便の
3便運行します。



朽飯八幡神社

片山酒造

タケフナイフビレッジ長田製紙所小柳箪笥三田村家

「越前カルチャーキャンパス」は
座学講座とフィールドワークの学び旅

■これまでの実施例

座学講座：「越前府中・城下町のまちづくり」
郷土史の専門家を招いて、越前国府であった府中の
古代から中世・戦国期にかけての変遷を学びました。

建築の研究家と歩く武生の寺院建築巡り
国府のまちが培った匠たちの手仕事 2021年3月28日実施

座学講師：真柄甚松氏

課外講座：「武生の寺院建築巡り」
建築の専門家と一緒に、宗派の異なる二つの寺院を
巡り、宗派による建築の違いを学びました。

フィールドワーク講師：
高嶋 猛氏

座学講座：「江戸期の府中城下町の形成」
越前市学芸員により、府中城が置かれてからの城下
町としての武生にスポットを当てて学びます。

若手学芸員と歩く  解明！府中城下町の謎
春コース募集中

課外講座：「城下町の町割りの謎を解く！」
城下町構成する侍町、町屋（商人・職人）、寺町の痕
跡を散策し、地理的視点でその配置の謎を解明。

座学・フィールドワーク講師：
入江隆亮氏

座学講座：「打上げ花火の舞台裏の手仕事」
花火の歴史、原理と構造、打上げ花火の種類など、
知っているようで知らない奥深さを学びました。

バックステージツアー・越前市2大イベント
サマーフェスティバルとたけふ菊人形の舞台裏を目撃！ 2021年10月23日実施

座学講師：上木康広氏

課外講座：「菊人形を支える職人の手仕事」
会場での菊師の手仕事や万葉菊花園での菊栽培の
手仕事を学びました。 フィールドワーク講師：

中村隆喜氏、志村文浩氏

越前カルチャーキャンパスとは、「手仕事のまち、越前市」を“学ぶ”をコン

セプトに、座学講座とフィールドワークを組み合わせた新プログラムです。

座学講座では、各界の専門家が伝統文化や習わし、名所等について教鞭を

とり、課外講座（フィールドワーク）では、座学講座で学んだことを実際に

見学・体験し、今まで知らなかった越前市の魅力を存分に味わうことがで

きる内容となっています。

古い歴史を誇る越前市は、「越前和紙」「越前打刃物」「越前箪笥」の3つの伝統的工芸品を今に受け

継ぐ「手仕事のまち」です。市内を散策すると、産業の発展とともに形成された町並みや文化、人

に出会います。お寺やお社、古い路地、看板、蔵など、昔ながらの懐かしい景色のなかには、ゆ

っくりと積み重ねられた人々の暮らしを垣間見ることができます。「手仕事のまち歩き」は、そん

な人の手で時間をかけて創り伝えられてきた越前市の心、日本の心に触れるまち歩きです。

古い歴史を誇る越前市は、「越前和紙」「越前打刃物」「越前箪笥」の3つの伝統的工芸品を今に受け

継ぐ「手仕事のまち」です。市内を散策すると、産業の発展とともに形成された町並みや文化、人

に出会います。お寺やお社、古い路地、看板、蔵など、昔ながらの懐かしい景色のなかには、ゆ

っくりと積み重ねられた人々の暮らしを垣間見ることができます。「手仕事のまち歩き」は、そん

な人の手で時間をかけて創り伝えられてきた越前市の心、日本の心に触れるまち歩きです。

「手仕事のまち歩き」は
ニッポンの心に出会う旅
「手仕事のまち歩き」は
ニッポンの心に出会う旅

杉原商店



HPからも予約受付中！ 手仕事のまち歩き http://machiaruki.welcome-echizenshi.jp

お問合せ

☎

〈発行〉一般社団法人越前市観光協会／〒915ｰ0071 福井県越前市府中一丁目2ｰ3センチュリープラザ内／☎0778ｰ23ｰ8900 　　 0778ｰ23ｰ8933FAX

旅行企画・実施 一般社団法人 越前市観光協会
福井県知事登録旅行業 地域限定第245号
国内旅行業務取扱管理者 小形真希
募集型企画旅行実施可能区域 越前市 鯖江市 福井市 越前町 南越前町 池田町

●お申込みについて
①この募集広告に記載の日帰り旅行への参加をご希望の方は、電話またはホームページでお申込みください。
　但し、お申込みの時点では、ご予約は完了しておりません。仮受付となります。
②お申込みの仮受付後、詳しい旅行条件や当日の行程を記した『旅のしおり』及び申込書と申込金のご案内をお送りします。
　必要事項を記載した申込書の到着と申込金の入金が当協会で確認できた時点で正式にご予約が完了します。
③お申込みの締切は、出発日の前日から起算して5～10日前です。コース毎に異なります。定員になり次第お申込みの受付を終了します。
④ツアー毎に設定している最少催行人員に満たないとき、ツアーの実施を中止させて頂くことがございます。
⑤新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、ツアーの実施を中止させて頂くことがございます。
⑥旅行代金は、申込金のご案内に記載の入金日までにお振込みください。但し、定員に達し次第お申込みの受付を終了するため、
　入金日までのお振込みであっても、お断りする場合がありますのでご了承ください。
⑦取消料／各ツアー出発日の前日から起算して10日前から出発当日までに取消した場合、規定の取消料が発生します。

観光・匠の技案内所
〒915-0071 福井県越前市府中一丁目2-3

0778-24-0655

受付時間 9：00～18：00

全てのコースは事前の予約が必要です。

越前市と周辺のおすすめイベント越前市と周辺のおすすめイベント

全国屈指のものづくりの集積地、鯖
江市・越前市・越前町で開催する国内
最大規模の工房見学イベント。会期
中は、越前漆器・越前和紙・越前打刃
物・越前箪笥・越前焼・眼鏡・繊維の、
普段出入りできない工房や企業が一
斉開放され、見学やワークショップ
などが開催されます。作り手の想い
や背景を知り、技術を体験しながら
商品の購入が楽しめます。

えちぜんしで絵本の世界を味わう!?
おかしなおかしなおかしやシールラリー

越前市で 見て、遊んで、食べて
レシートで応募！越前市満喫キャンペーン

RENEW/2021

鯖江市、越前市、越前町全域
（総合案内:うるしの里会館）

RENEW実行委員会
☎080-7850-5336

問合せ

会　場

3/11㊎～13㊐会　期

絵本画家のいわさきちひろ、絵本作家の
かこさとしが生まれたまちで、ふたりの
想いが今も生きる越前市。かこさとしふ
るさと絵本館「石石」や「ちひろの生まれた
家」記念館をめぐりながら、まちなかの
菓子店やパン屋が提供するラリー対象の
オリジナル商品を楽しむイベントです。
参加店でシールを集めて応募すると先着
でステキなグッズが当たります。さらに
抽選で、いわさきちひろとかこさとしの
グッズ詰め合わせをプレゼント！

観光・匠の技案内所
☎0778-24-0655

問合せ

2/5㊏～3/21㊊㊗会　期

越前市内の飲食施設（テイク
アウト含む）のレシートと、
越前市内の伝統工芸体験施
設で体験または商品購入し
たレシートをそれぞれ貼っ
て、「北陸新幹線沿線グルメ
フェア」の会場で応募する
と、若狭牛や越前そばなど、
越前市ふるさと納税の人気
商品が抽選で当たるキャン
ペーンを開催します！

「北陸新幹線沿線グルメフェア」会場
武生中央公園屋内催事場（旧菊人形館）

越前市満喫キャンペーン事務局
（越前市観光交流推進課内）
☎0778-22-7434

問合せ

3/26㊏・27㊐ 10：00～16：00応募日時

2/5㊏～3/27㊐レシート対象期間

この春、お花見におすすめ！
越前市の桜の名所

この春、お花見におすすめ！
越前市の桜の名所

春になると、越前市内のあちこ
ちで美しいピンクの桜が咲き誇
ります。昼はもちろん、夜もラ
イトアップされるなど、地元の
多くの人に親しまれている桜の
絶景スポットを、QRコードか
らチェックしてください！

観光・匠の技案内所
☎0778-24-0655

問合せ

応募場所

応募用紙に「税込1,000円以上の市内飲食施設のレシ
ート」と「税込500円以上の伝統工芸体験施設のレシ
ート」をそれぞれ貼り、必要事項を記入のうえ、「北陸
新幹線沿線グルメフェア」の開催当日、会場に設置さ
れた応募箱に投函してください。

越前市内の桜の名所
他にもあります！

味真野小学校吉野瀬川


