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駅前でキメよう !
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検索

オールフクイLINE友達募集
毎月3人に1万円当たる!▶
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プラネタリウム映像の時間「ＶＯＹＡＧＥＲ」

14:30 〜 15:15

1977年に打ち上げられた2機の無人惑星探査機「ボ
イジャー」。木星のオーロラ、土星のリング、初め
て間近にとらえた天王星と海王星の姿…。ボイ
ジャーの冒険の物語が始まります。

A

定員:150名
料金:3歳以上高校生以下310円、一般620円

1

/2 日

問

通常ワークショップ

月の満ち欠けコマの製作をします
日 （期間内の土・日・祝に実施）

A

材料費：100円 定員：7組
事前申込:12/15〜電話・来館時に受付

/3

0776-43-1622

参加無料 マスクの着用・手指消毒・検温の実施

ハピリン５階
エレベーター前

0776-43-1622

問

セーレンプラネット

11:30 〜 12:05

プラネタリウム子どもの時間

月「ファミリープラネタリウム たんじょうせいざ」
誕生星座や誕生日に星座が見えない理由を
日 やさしく簡単にお話しします。
（期間内の土・日・祝に投映）

/27

2

セーレンプラネット
ドームシアター

A

定員:150名
料金:3歳以上高校生以下310円、一般620円

問

青年講座お試し企画
９ 水「美味しい紅茶の入れ方＋ティーマナー」

参加費：1,200円
当落の結果はお電話とメールにご連絡します
青年講座お試し企画

19:00 〜 20:30

対象：福井市内に在住・在勤・在学の18〜44歳
までの方
定員：12名(抽選)
締切：1/21(金)定員割れの場合は締切後も受付中

B

アオッサ6階
レクリエーション
ルームAB

参加費：100円
当落の結果はお電話とメールにご連絡します

0776-20-5459
問 cyuou-k@mx1.fctv.ne.jp
福井市中央公民館

1１ 金祝 多様な性との共生〜 LGBTQ を学ぼう〜

10:00 〜 12:00

LGBTQに関する差別や偏見をなくすため、正
しい知識の普及や多様な性を尊重する意識醸
成を図る講座を開催します。定員30名(要申
込・抽選)

参加無料
申込締切：令和4年1月30日(日)必着

新幹線開業を控える福井。福井のファンをいかに増や
していくか。
「微住®」をテーマに県内各地のキープレイヤーが集
結しその未来を話し合います。
出演 生活芸人 田中佑典氏 ほか
随時入場可

最大50名

問
問

アオッサ6階
研修室601
0776-20-1537

問

微住サミット

入場無料

B

福井市男女共同参画・
子ども家庭センター

10:00〜17:00
福井
北の庄クラシックス

A

入場無料
マスクの着用・手指消毒・検温の実施

A
問
問

ハピリンモール㈱

セーレンプラネット
ドームシアター

A

0776-43-1622

問
問

参加無料 定員：20名（要申込・先着順）

A
問
問

マスクの着用・手指消毒・検温の実施

セーレンプラネット

13:30 〜 15:30

コロナ禍でのコミュニケーションの現状と傾向
を学び、緊張を和らげる話の聞き方や引き出し
方を学びます。
対象：ボランティアや市民活動に関心のある方
申込受付：1/6(木)〜

福井市総合
ボランティアセンター
交流ひろば
（ハピリン４階）

0776-20-5107
福井市総合ボランティアセンター

海藻染め講座

9:30 〜 11:30

〜海藻でエコバッグを染めよう〜

福井の海で採れた海藻を使って、オリジナルの
エコバッグを染めてみませんか？
対象：福井市内在住の方

B

アオッサ6階
調理実習室

定員：20名 参加費：300円
申込：2/9までに申込フォームまたは電話にて受付
マスクの着用・手指消毒・検温の実施

問
問

0776-20-5609

特別ワークショップ

14:00 〜 15:00

26土「アイロンビーズで冬の星座をつくろう」
• 大好評のアイロンビーズワークショップ！
27日 今回は冬の星座をつくります☆彡
材料費：2００円 定員：7組
事前申込：2/2〜電話・来館時に受付
マスクの着用・手指消毒・検温の実施

福井市環境政策課

ハピリン５階
エレベーター前

A
問
問

27日 市民活動のための AED・救命講習

市民活動中の緊急時に、適切な処置ができる
ようAEDの使い方や救命処置を学びます。
対象：市民活動に関心のある方
定員：15名（要申込・先着順）問
問

0776-43-1622
セーレンプラネット

10:00 〜 11:30

A

福井市総合
ボランティアセンター
交流ひろば
（ハピリン４階）

0776-20-5107
福井市総合ボランティアセンター

福井駅前のイベント情報は「アソビねっ」にも掲載中！

エキマエモール

ハピリン
１・２Ｆ催事場
0776-20-2080

①10:00 〜 ②13:00 〜
③16:00 〜
( 各回 45 分 )

19 土 心をつなぐコミュニケーションスキル

マスクの着用・手指消毒・検温の実施

毎月開催！2月は3日間開催します。手作り雑
貨、アクセサリー、占い、ワークショップな
ど10店舗程出店します。出店者も募集中で
す。お気軽にご連絡ください。

0776-33-8253
福井商工会議所青年部事務局

宇宙の中心で♡をささやく」

参加無料
申込受付：2/2〜

13 月

ハピテラス

問
問

「バレンタイン特別投映

福井市新幹線プロモーション課

11:00 〜 16:00

マスクの着用・手指消毒・検温の実施

10:00 〜 16:00

福井の冬の味覚の一つである 水ようかん をテー
マに開催！水ようかん味めくり(食べ比べ)、体験・展
示ブースやステージイベント、飲食・販売コーナー
など

shinpro@city.fukui.lg.jp

1１ 金祝 はぴりんまるしぇ

入場無料

ふくい冬まつり〜水ようかんの巻

定員:各回40組80名(事前募集)
申込:1/6(木)〜20(木)福井テレビHPにて

0776-20-5459
問 cyuou-k@mx1.fctv.ne.jp
福井市中央公民館

10 木 「バレトン〜足裏から整えてスッキリ美 Body 〜」

福井市総合ボランティアセンター

0776-43-1622

アオッサ6階
調理実習室

福井市総合
ボランティアセンター
交流ひろば
（ハピリン４階）

0776-20-5107

問
問

Supported by 五月ヶ瀨
今年のバレンタインはセーレンプラネットで！あたた
かい星空の下でのんびりと星を眺めて、すてきなひと
ときを過ごしませんか？

セーレンプラネット

B

A

セーレンプラネット
ドームシアター

19:00 〜 20:30

対象：福井市内に在住・在勤・在学の18〜44歳
までの方
定員：12名(抽選)
締切：1/21(金)定員割れの場合は締切後も受付中

13日

B

13:00 〜 15:30

市民活動を応援する助成金合同説明会
地域や社会のための市民活動を応援する6団体の助
成金の合同説明会です。
対象：ボランティア・市民活動団体
申込受付:1/6〜 定員：25名（要申込・先着順）

14:00 〜 14:20
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12 土

セーレンプラネット

「つくって・まわして・月のみちかけ」

3
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福井県庁

福井市役所

イベント掲載無料
福井駅前で行われるイベントに限り、
掲載無料で紹介させていただきます。
枠の数に限りがありますので、公共性の高いイベントを優先させていただきます。
こちらまでご連絡ください。▶ press@ekimaemall.jp

㚞೨
Topics
福井駅前エリアに新しくオープンするお店の情報は、
エキマエモールSEARCHへ。
【駅前Topics】コーナーにて無料で掲載いたします。
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福井駅前エリア：中央・大手・順化・浜町など
ご不明な場合、エリアの詳細はご相談ください。

福井市中心市街地サイトマガジン『EKIMAE MALL
アソビねっ！』では、無料で福井駅前で開催されるイ
ベントを掲載しております。
掲載をご希望の方は、アソビねっ！のサイトより直接
ご入力ください。

ࠗࡌࡦ࠻ᖱႎ
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お問い合わせは ▶http://www.asobine.com/

お問い合わせはメールで ▶ press@ekimaemall.jp

関西大学アイススケート部

会場

ハピリンク
(ハピテラス)

スペシャルショー
第１部 10:00〜10:50
２５
第２部

月

14:30〜15:20

日

土

観覧無料

数々の五輪選手を輩出しているスケートの名門、関西大学アイ
ススケート部によるショーを開催します。今年は、シングルの
演技に加えてアイスショー初のペアでの演技も必見！
トップクラスの選手の迫力を生で体感できる絶好の機会です。
また、当日はハピリンクから誕生したクラブ「福井フェニック
スフィギュアスケートクラブ」のミニアイスショーも開催しま
す♪（各部の冒頭20分）
ショー以外の時間帯には、一般利用も可能。
・発熱や咳、倦怠感の症状がある方はご来場をお控えください。
・ご来場時は必ずマスクの着用、手指の消毒、検温、ソーシャルディスタンス確保にご協力ください。
・新型コロナウィルスの感染状況によっては、人数制限もしくは中止となる場合がございます。

お問い合わせ

まちづくり福井（株）

TEL

0776-30-0330

自分用？

贈り物？
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特選ふくいサーモンかにちらし
1,500円(税込)

ฬᐫߩᣂຠߢ
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刻み椎茸や干瓢を混ぜたちらし寿司に、紅ズワイ
蟹の足、いくら、ふくいサーモンを贅沢にトッピ
ングしました。

0776-22-8846
7:30〜20:00

᪉ߔ߮

http://www.banjyo.jp/

豪華な福井の幸が
詰まってます。

2022.2

PRiSM

手押し焼鯖寿司
福井県知事賞 受賞の味！

FUKUI

1,180円(税込)

香ばしく、ふっくらと焼きあげた鯖を、丹念に手押しで
仕上げた「越前田村屋」こだわりの焼鯖寿司。
当店で一番の人気商品です。

⟤ߒߔ߉ߡ৻⇟ੱ᳇
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0776-27-7001
8:30〜19:00

https://www.prism-fukui.com/

⥄ಽ↪ߦ߽ࡊࡦ࠻ߦ߽ޕ

ソースカツ丼 K/T くつ下
550円(税込)

恐竜の着ぐるみをかぶり、ソースカツ丼を抱える
【福井限定】キティちゃんのカラフルデザインの
くつ下です‼（サイズ：22〜24㎝）

ࠊࠄߓደ

0776-28-3110
8:30〜19:00

可愛いキティが
お出迎え！

https://www.kanazawa-otani.com/

ߤߩ߇ᅢ߈㧩
海鮮爛漫 ( かいせんらんまん )
6種16枚入り 1,296円
8種34枚入り 2,754円
(全て税込) ※2022年2月改定

彩り鮮やかで豊富な海の幸
彩り豊富でサクッとした食感がお子さまからご年配
の方まで幅広く喜ばれています。
袋を開ければすぐに海鮮の旨味が味わえます。
一枚一枚個包装されているのも人気のひとつです。

᳓⧎

0776-27-1201
8:30〜19:00

https://www.prism-fukui.com/
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ここでしか飲めないサイフォンコーヒー
ナッツのような香りと奥行きがあり、バランスの取
れた味わいのオリジナルブレンド。
サイフォンで一杯ずつ丁寧にお淹れします。
直火焙煎で職人が作ったこだわりの豆です。

コロラド ブレンド
コロラドブレンド 448円
テイクアウト 440円
コロラドブレンド１袋(200ｇ) 960円
（全て税込）

ࠞࡈࠚࠦࡠ࠼
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0776-22-6061 7:30〜19:00
（18:30 オーダーストップ）

https://www.prism-fukui.com/

映画＆駐車場情報

テアトルサンク ☎ 0776-23-2706
http://www.theatrecinq.jp/
サカエパーキング ☎ 0776-23-0466

学生まちづくり班

第3期

イベントR epor t

日︑スタートしたのが﹁プリ

思いがけない参加者の涙
当日︑初めて入る結婚式場に戸惑いながらも︑美しい
鏡の前でお化粧をされて︑髪の毛をきれいにセットさ
れ︑憧れのドレスに身を包んだ少女たち︒チャペルで
娘を迎えた両親は感動で泣き出してしまったそう︒
丸山君は︑自分が企画しなければ生まれなかったであ
ろう感動を︑作り出すことができた事に意義を感じた
のだとか︒今後はもっと世界観を重視して︑福井の町
中に異空間を体験できる︑たくさんの人に幸せと勇気
を称えられる場所になればと考えているそうです︒

学生まちづくり班とは?？

参加学生がそれぞれ、自分のやりたい事を実現させる場所です。
毎月 1 回例会を開き進捗報告を行い、メンターからアドバイスをいただきます。メンターがみなさんの活動を完全バッ
クアップする、またとない機会です。やる気のある学生のみなさん、ぜひご参加ください。

毎月 1 回例会開催（任意参加）／会場は福井駅前（駐車場無し）or オンライン／活動状況の共有とスペシャルゲストのトーク

自分が作り出した物から
生まれた感動
何度も壁にぶつかって︑
ようやく叶えた自分の夢
福井大学４年の丸山君はまちづくり班第１期か
ら連続参加で３年目︒ディズニーランド好きを
公言し︑﹁自分もディズニーランドのように多く
の人に夢と感動を与えられる事をしたい﹂とずっ

年７月

と言葉にしてきました︒
そして

ンチペッサ﹂︒福井駅前の本物の結婚式場を舞台
に︑﹁お姫様になりたい﹂と夢見る子どもたちの

そして︑今年の４月から自分の株式会社を立ち上げる
とか︒何度壁にぶつかっても︑人から無理だと言われ
ようと︑諦めずにやりたいことを続ける丸山君︒
彼のような若者を福井の宝として応援していきたいで
すね！

詳しくは
こちらから

企画運営：株式会社 福井新聞社・一般社団法人 EKIMAEMALL

夢をかなえる素敵な事業です︒
コロナウイルスに翻弄されながらも今年度だけ
で４回開催︒リピーターがつくほど顧客満足度
の高いイベントになってきていますが︑ここま
での道のりは平たんではありませんでした︒
まずぶつかったのは﹁丸山君自身がやりたいこ
と﹂と﹁お客様が望まれること﹂のバランス︒
多くの人の意見を聞きながら︑作っては壊し︑
作っては壊しの繰り返しでした︒ようやく形に
することができたものの︑次は伝えることの難
しさに悩み︑集客に悩み︑チラシ・動画・ホー
ムページなど改善に改善を重ねましたが︑集客
ができず︒しかし︑努力を重ねた結果︑ようや

問い合わせ：0776-50-3578 （平日 10 時〜 17 時・担当 / 中谷）

25

くお客様を迎えることができました︒

会場：Ｘスタンド （福井駅前 VESTA 4 階・福井市中央 1-9-24 4F）※状況によりオンラインになる場合もあり。
参加資格：全国の大学生・高校生

▶

2021

