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文化財保護課 おさごえ民家園無料開放
2月7日

9時～17時15分
おさごえ民家園 入園者

市指定文化財の古民家を含むおさごえ民家園の無料開
放

緊急事態宣言等により施設の閉鎖が決定したとき

子育て支援課 園給食（行事食） 2月5日 各公立園
各公立園入所児童数
約1,900人及びその保

護者

食事だより（2月分）において、ふるさとの日及び福
井の郷土料理を紹介する。2月5日は行事食として郷土
料理を給食で提供する。その他、地場産食材を給食に
多く取り入れる。

自然史博物館 自然史博物館無料開放 2月7日 自然史博物館 全て

福井市の歴史・自然・文化などに親しんでもらうこと
で、郷土の個性や魅力を見つめ直し、愛郷心を育むこ
とを目的に博物館の無料開放を行う。（＊福井市足羽
上町147　福井市自然史博物館のみ実施する。）

足羽山公園事務所 ハピジャンライブ！ 2月7日
足羽山公園遊園地
ハピジャン展示室

インスタライブの視
聴者

地域に根差した動物園として、より当園に親しみを
持ってもらえるよう、ハピジャンの動物をインスタラ
イブで紹介する。

郷土歴史博物館 郷土歴史博物館無料開放 2月7日
福井市立郷土歴史博
物館

来館者

福井市の歴史・自然・文化などに親しんでもらうこと
で、郷土の個性や魅力を見つめ直し、愛郷心を育むこ
とを目的に市内文化施設の無料開放を行う。（※常設
展のみ無料。特別展等は除く。）

敦賀市 学校教育課 ふるさとの日献立 2月5日
各小中学校・公立幼
稚園

園児・児童・生徒・
教職員約6,000人

「ふるさとの日」にちなんで福井県内産の食材を活用
した献立を取り入れ、給食だよりや校内放送等を通し
て郷土への関心と理解を深める。

教育総務課
ふるさと小浜ＭＩＲＡＩ事業
発表会

今年度は課題の
み来年度に発表
を予定

小浜第二中学校

全校児童、教職員、保
護者、市長、市教委、
家庭地域学校協議会委
員、地域団体関係者、

市議会議員　等

郷土愛を育み、将来における地元定住化への意識の高揚
を図るために、市長、保護者、地域の方を対象に、自分
たちの住んでいる地域の魅力を発見し、活性化のために
具現化したこと等の成果発表を行い、今後の展開等につ
いて提案する。

教育総務課 ふるさと給食 1月～2月 各小中学校
全校生徒、教職員、

（場合によって地域、
保護者を含む）

「ふるさとの日」にちなんで、地場産の食材を活用した
ふるさと献立を取り入れ、郷土への関心と理解を深める
とともに郷土愛を育てる。

上庄公民館

歴史講座第１１弾
「真名川流域・平家伝
説」、「九頭龍川流域・源
氏伝説」

2月17日 上庄公民館
一般

（約30名）
歴代学んだきた、歴史講座をピックアップし、振り返
りながら上庄の歴史を再度学ぶ。

教育総務課 ふるさと給食
1月下旬～
2月上旬

市内全小中学校 児童・生徒・教職員
「ふるさとの日」にちなみ、地場産の食材を使った郷
土料理を取り入れ、ふるさとへの関心や愛着を深め
る。

教育総務課 スキー教室
1月下旬～
2月上旬

市内スキー場・市内

各小学校
児童・教職員

雪の多い郷土で、雪に慣れ親しむ心を育てるだけでな
く、スキーの基礎的技能を養う。

コロナ感染拡大防止のため、今年度は中止とする学
校もある。

生涯学習・スポーツ
課

野向公民館

地域交流ふるさとを知るさ
ぎっちょ祭り

2月18日 野向保育園
野向町民
約30名

保育園児と地域住民がふるさと勝山で毎年行われてい
る奇祭「勝山左義長」のおはやしを通し交流を行う。

生涯学習・スポーツ
課

野向公民館
お茶会 2月中 野向公民館 野向町民約10名

地域の方々との交流を通して伝統文化を体験し、ふる
さとについて理解を深める。

教育総務課 ふるさと給食 2月 市内小中学校 全校児童・生徒
郷土料理を献立に加え、校内放送で紹介し、ふるさと
への郷土愛と理解を深める。

大野市

令和２年度「ふるさとの日」関連行事（市・町関係）

勝山市

小浜市

福井市



学校教育課 ふるさとの日ふるさと献立 2月2日
市内全小学校・幼稚
園

児童　約4,100名
園児　約125名

ふるさとの日にちなんで地場産食材を使った給食を実
施し、ふるさとへの関心を高める。

学校教育課 福井ふるさと教育フェスタ 2月6日 AOSSA
河和田小学校

児童8名

ステージ発表の場で「郷土ゆかりの狂言演目」を演じ
る。ふるさとのよさを再認識するとともに、ふるさと
に対する誇りや愛着を育む。

文化課 2021ふるさとさばえ検定
1月1日～3月31
日

オンライン 一般
ふるさとさばえに関する問題３０問を出題。８割以上
正解で、合格証を授与し、景品を抽選で進呈。

健康長寿課 おばあちゃんの味の日 毎月25日 市内全域 市民

　毎月25日をおばちゃんの味の日（おばあちゃんの味
を食べニコニコ顔）と定め、毎月１品ずつ伝承料理の
レシピを市役所窓口に設置する。
　また、各こども園・小・中学校で給食メニューに採
用するとともに、子育て支援センター等で試食会を開
催する。

内容のうち、「子育て支援センター等で試食会を開
催する。」は、コロナで中止。10月から再開してい
る。

文化学習課 郷土・伝承教室 8～3月 各公民館
 地区に伝承されている言い伝えや昔話、遊び、料
理、風習など地元人等を講師に教室を開催する。

内容のうち、「料理」はコロナで中止。

子ども福祉課 園給食（行事食） 2月5日 各公立園
各公立園入所児童数
約710人及びその保護

者

２月の「食事だより」でふるさとの日を紹介し、２月
５日は郷土料理を行事食として給食で提供する。

教育振興課 ふるさとの日献立給食 ２月上旬
市内小中学校、公立
幼稚園

児童生徒園児教職員
約7,000人

福井県でとれた地場産食材について学び、ふるさとの
日をとおしてふるさと福井を知る力をつける。

教育振興課
（神山小学校）

学校公開 2月5日 神山小学校 197
郷土愛について考えを深める道徳の授業を公開し、
「ふるさとの日」を関連付けて紹介する。

教育振興課
（花筐小学校）

花筐の自慢を伝えよう
「蓬莱祀」

１月 花筐小学校 33
花筐地区で古くから行われている「蓬莱祀」につい
て、地域の方をゲストティーチャーに招いて学習す
る。

「蓬莱祀」の実施の有無にかかわらず、学習は行う
予定。

生涯学習課
（坂口公民館）

ふるさとを考えるつどい
2月23日（火・祝）
午後1時30分～

ｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ交流セン
ター
（予定）

30人
地区外の住民が短期間定住する『微住』を先進地であ
る住民から学び、新たな地域活性化の展開を図る。

新型コロナウイルス感染症の状況により
中止の場合あり

生涯学習課
（北日野公民館）

きたひのづくり大集会
2月21日（日）　　　
　午前9時30分～午
前11時30分

北日野公民館講堂 35名 コロナ過の中で考える地域事業のあり方
新型コロナウイルス感染症の状況により
中止の場合あり

生涯学習課
（味真野公民館）

第47回ふるさとづくり大会
2月21日（日）　　　
　午前9時00分～午
前11時30分

味真野公民館全館 50～60名 「みんなで語ろう味真野」意見交換会
新型コロナウイルス感染症の状況により
中止の場合あり

生涯学習課
（南中山公民館）

第2回 自治力アップ研修会
1月31日（日）
午前10時～12時30
分

赤坂みらい塾 15人～20人 「これからの南中山」意見交換会
新型コロナウイルス感染症の状況により
中止の場合あり

文化課

丸岡城
丸岡歴史民俗資料館
一筆啓上日本一短い
手紙の館

市民等来場者
約200名

郷土の歴史・地域に根ざす文化に関する企画展示や資
料を紹介している施設を無料開放し、「ふるさと」に
より親しんで郷土愛を深めていただく機会とする。

みくに龍翔館はリニューアルに向けた閉館期間のた
め今年は実施せず。

観光産業課 旧岸名家
市民等来場者

約200名

郷土の歴史資料を展示・紹介している施設を無料開放
し、郷土の歴史にふれることで、ふるさとをより身近
に感じていただき、ふるさとのすばらしさを実感して
いただく場を提供する。

昔遊び・昔の道具昔話会 12月-2月
坂井市内小学校（3
校のみ）

約1,500人 昔遊びを学び遊ぶ
例年地域の祖父母に教えてもらっているが、外部か
ら人を呼べないため今年は先生が教えることに。ま
た、開催校を縮小。

ふるさと給食 2月5日 坂井市内小中学校 約7,700人

ふるさとの食材を使った伝承料理の献立を通して、故
郷への理解と愛着を深める。給食ニュースを各クラス
に配布し、福井県や郷土の偉人についての理解を深め
る。また、給食時の放送で福井県の郷土料理や地場産
物を多く取り入れたメニュー、昔の給食を紹介するな
ど、ふるさと福井に対する関心を高める。

鯖江市

坂井市

学校教育課

市内施設　無料開放 2月7日

越前市

あわら市



生涯学習課
文化財講座
　松平昌勝が見た福井城

2月10日（水） 永平寺開発センター 25人 永平寺町の歴史や文化についての講座
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となる
こともあります

学校教育課 「ふるさとの日」の紹介 2月上旬 町内小中学校 全校児童・生徒
全校集会や学年集会において、「ふるさとの日」につ
いて教員から紹介する

池田町 教育委員会事務局 ふるさと給食 2月5日 小・中学校
全児童生徒教職員約

150人
福井県や池田町の特産物や郷土料理を献立に取り入
れ、ふるさとへの関心と理解を深める。

南越前町 教育委員会事務局 ふるさと給食 2月頃 町内小中学校
各小中学校の児童生
徒及び教職員
約900人

ふるさとの日にちなみ、福井県や南越前町の地場産物
を使った郷土料理や菓子を給食で提供する。当日の給
食の時間に児童が校内放送を行ったり、給食センター
から各教室へ一口メモや給食便りを配布し、学級担任
を通じて児童生徒に伝え郷土への関心と理解を深め
る。

越前町 学校教育課 ふるさと給食 2月5日 町内全小中学校 約2,000人
福井県産食材や越前町の特産物、郷土料理を献立に取
入れ、ふるさとへの関心と理解を深める。

美浜町
給食センター
（教育委員会）

ふるさとの日給食 2月5日 町内各小中学校 約690人

地場産食材を用いた郷土料理等を学校給食で提供。
ふるさとの日や地場産食材、郷土料理等について、
食育だよりや放送資料を通して児童生徒と保護者に
向けて情報を発信する。

ふくいの地場産学校給食推進事業の３回目

高浜町 給食センター ふるさと給食 2月中旬 町内小中学校
児童・生徒・教職員
約900名

地場産食材を使用した給食を提供

おおい町
学校教育課
給食センター

ふるさと給食 2月5日 町内全小中学校 約700人
福井県やおおい町の特産品を使った献立や郷土料理を
給食の献立に取り入れ故郷への関心と理解を深める

新型コロナウイルス感染症の影響で休校などの対応
となった場合中止または延期

若狭町 給食センター ふるさと給食 2月8日 町内小中学校
児童・生徒・教職員
約1,400名

伝承料理・地場産物・特産物を使った和食献立を実
施。２月給食だよりにて「ふるさとの日」についての
紹介をする。

永平寺町


