
つるがフェス

新
幹線
がくるまであと１年！

ウエ
ステル

ダム号寄港令和５年
３月21日（火・祝）

観光物産イベント
敦賀駅前商店街及び神楽町１丁目商店街に
敦賀ゆかりの市外・県外市町による特産品
販売・観光ＰＲ、市内事業者による物産・飲
食コーナーがやってきます！ 観光PR
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令和５年３月１８日㈯・
１９日㈰ 

１０：００～１６：００

　JR敦賀駅から金ヶ
崎緑地

までのエリア一帯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

　　※
開催時

間は各
種イベン

トによって
異なります。詳細は中面をご覧ください。
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つるが観光賑わいづくり検討会
事務局／敦賀市観光交流課　☎０７７０ｰ２２ｰ８１２８

※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。また会場での検温・アルコール消毒にご協力ください。
※発熱または体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えください。
新型コロナウイルス感染状況により、内容に変更又は中止になる場合がございます。

各会場にイベント用の臨時駐車場はありません。
当日は公共交通機関等のご利用をおすすめします。
会場間の移動には、「つるがシェアサイクル」や
「ぐるっと敦賀周遊バス」がおすすめです。

つるが
シェアサイクル

特設ブースあり！

ぐるっと
敦賀周遊バス

増便運行あり！

  謎解きイベント

「時空列車への招待状
 ～敦賀駅編～」を臨時開催！

つるが、発見！

主催/「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会　後援/敦賀市・新幹線敦賀開業まちづくり推進会議

※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。また会場での検温・アルコール消毒にご協力ください。
※発熱または体調のすぐれない場合は、ご来場をお控えください。
新型コロナウイルス感染状況により、内容に変更又は中止になる場合がございます。

会場：平和堂アル・プラザ敦賀店内
（両日とも売り切れ次第終了いたします）

駐車場は駅前立体駐車場、
白銀町市営駐車場を
ご利用ください。（有料）
※駐車場に限りがありますので、
　公共交通機関をご利用ください。
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北陸新幹線敦賀開業1年前
カウントダウンイベント

W7系

入場無料

駅弁大会開
催

敦賀駅西広場公園

11：00～15：00（両日）

お出かけステーション
inつるが鉄道フェスティバル

運転士・車掌
シミュレーター体験

巨大
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ゲージ ミニ新幹線

ライド体験

ミニSL
乗車体験

鉄道グッズ
販売

日　時／3月１８日（土）、１９日（日）
　　　　各日１１：00～１２：00及び１４：00～１５：00
場　所／ＪＲ訓練室
対象者／小学生限定（小学３年生～６年生）
募集人員／3月１８日（土）
　　　　午前５名、午後５名  計１０名
　　　　3月１９日（日）
　　　　午前５名、午後５名  計１０名
※それぞれ５名を上回る場合は、抽選となります。
申込方法／午前の部は１０：00～10：30まで、
　　　　午後の部は１３：00～13：30までに、
　　　　イベント会場のＪＲブースにお越し
　　　　ください。
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駅弁大会（つるが鉄道フェスティバル2023）
全国の駅弁販売

●場所／平和堂アル・プラザ敦賀店内
3月18日（土）・19日（日）  9：30～ 

Tsuruga Music Railroad
●場所／白銀広場　●主催／バカギアスタジオ
●敦賀市内の若いミュージシャンが白銀広場にて演奏。
　ピアノ、バンド、弾き語りを街の真ん中で演奏します。

3月18日（土）・19日（日）　11：00～15：20

敦賀の物産・飲食コーナー

●場所／神楽町1丁目商店街　●主催／つるが観光賑わいづくり検討会
●敦賀物産振興連絡協議会（銘菓処 笑福堂、小牧かまぼこ、LABwel、
　ヤマトタカハシ㈱、ケセラセラーみやもと、彩りごはん Te.To.Te）
●JA福井県 敦賀美方基幹支店　●敦賀市漁業協同組合
●国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構
●敦賀ゆかりの市町による物販・観光PR
　各務原市・大垣市（岐阜県）、米原市（滋賀県）、小松市（石川県）

3月18日（土）・19日（日）　10：00～16：00
　　　  　　　21日（火）　   9：00～16：00

敦賀ゆかりの市町による物販・観光PR
●場所／敦賀駅前商店街　●主催／つるが観光賑わいづくり検討会
北陸新幹線沿線市町
さいたま市(埼玉県)、上田市･長野市･飯山市(長野県)、上越市･糸魚川市(新潟県)
金沢市･小松市※(石川県)、北アルプス日本海広域観光連携会議(新潟県)
姉妹・友好都市
水戸市（茨城県）、各務原市※（岐阜県）
相互交流協定等
大垣市※・八百津町(岐阜県)、泉佐野市(大阪府)、高島市･米原市※(滋賀県)

※各務原市・大垣市・米原市・小松市の4市は神楽町1丁目商店街にて出展

3月18日（土）・19日（日）　10：00～16：00 つるが鉄道フェスティバル2023
北陸新幹線敦賀開業１年前カウントダウンイベント

●場所／敦賀駅西広場公園
　　　　（TSURUGA POLT SQUARE「otta」）周辺
●主催／「敦賀・鉄道と港」まちづくり実行委員会

3月18日（土）・19日（日）　10：00～16：00

つるがシェアサイクル
特設ブース
●主催／つるが観光賑わいづくり検討会
3月18日（土）・19日（日）　10：00～16：00

ほんいちマルシェ・ほんいちねこさがし

●主催／本町1丁目商店街振興組合
●商店街内に描かれた猫のイラストを
　集めて猫グッズを先着順でプレゼン
　ト。※無くなり次第終了。
※ほんいちねこさがしのチラシはインフォメーションにて配布

3月18日（土）・19日（日）
10：00～16：00

謎解きイベント臨時開催
「時空列車への招待状（敦賀駅前編）」
●受付／敦賀観光案内所（敦賀駅交流施設オルパーク内）
3月18日（土）・19日（日）　10：00～16：00

キッチンカーがやってくる

●場所／氣比神宮前
●主催／福くるKitchen cars
●軽食、スイーツ、ドリンク色んなキッチンカーが並びます！

3月18日（土）・19日（日）・21日（火）
10：00～17：00

インフォメーション

インフォメーション

インフォメーション

つるが大道芸 3DAYS
●星丸、大道芸人SEI
3月18日（土）・19日（日）10：00～16：00

●パフォーマーTAKAYA、大道芸人SEI
●場所／神宮前広場　●主催／つるが観光賑わいづくり検討会
●全国各地やSNSで大活躍中の大道芸人が敦賀にやってくる！
　あなたも大道芸ファンになりませんか？

3月21日（火）　9：00～16：00

神楽つのがっこ縁日＆マルシェ

●場所／神楽町1丁目商店街
●主催／神楽町1丁目商店街振興組合
●神楽町1丁目商店街のお店によるワゴンセールやハンドメイド雑貨など
　のショップの出店、角鹿中学校の生徒さんにお手伝いしていただく
　「つのがっこ縁日」を開催。すくいものや輪投げなど昔遊びを楽しめます。

3月18日（土）・19日（日） 10：00～16：00
　　　　　　  21日（火）   9：00～16：00

神楽町1丁目
商店街内
3月18日（土）・
19日（日）・21日（火）
●飲食スペース

カグ～ル
3月18日（土）・19日（日）
●飲食スペース

SOME DAY
3月18日（土）　11：00～16：00

SLOW TIME STATION
3月19日（日）　11：00～16：00
●場所／金ヶ崎緑地及び休憩所
●いつか出会うマーケット／ゆっくりした時間の中
　まったりアレコレお届けします

晴れの（日）

人道の港 敦賀ムゼウム
企画展  キュラソー・ビザ
－ ズワルテンダイク・オランダ領事と
　　　「命のビザ」の知られざる原点 －

●主催／駐日オランダ王国大使館，人道の港 敦賀ムゼウム
●「命のビザ」を繋いだオランダ人外交官　ヤン・ズワルテンダイク領事と、彼が発給
　した「キュラソー・ビザ」を生み出した人々について紹介する展示を開催します。

3月16日（木）から　9：00～17：00（最終入館16：30）

みんなのフェスティバル2023
●場所／敦賀市民文化センター
●主催／敦賀市民文化センター
●敦賀市民文化センター利用者さんに
　よる自由ステージ発表です！

3月19日（日）　13：00～17：00（開場12：00）

…つるがシェアサイクル
乗りたい時に借りて、行きたい
場所で返すことができる自転車の
シェア（共有）サービスです。

キハ気動車乗車会
3月19日（日）10：00～16：00
●場所／敦賀赤レンガ倉庫周辺
●主催／敦賀赤レンガ倉庫
●乗車された方全員に「オリジナル
　ポストカード」を進呈！

※売り切れ
　次第終了

鴨コス 3月19日（日）11：00～21：00
●場所／旧敦賀北小学校及び会場全域
●主催／京都下鴨茶論
●参加方法／イベントに参加希望のコスプレイヤーは
　公式Twitter @shimogamosalon へDMにてお申込みください。
●注意事項／来場された方でコスプレイヤーとの記念撮影等を希望される
　場合は、一言お声がけください。盗撮・無断撮影はご遠慮ください。

つるが、発見！

3月19日（日）
8：30～売り切れ次第終了
●場所／博物館通り
●主催／晴明の朝市実行委員会
●いつもの休日よりもちょっとだけ早起きして、
　日々を豊かにするヒト・モノ・コトに出会う。
　そんな日曜日を一緒に過ごしませんか。
　毎月第３日曜日に開催（１・２月は休み）。

３月２１日（火・祝）
豪華客船ウエステルダム号初寄港！！

３年ぶりの外国船寄港をみんなで楽しみましょう！！

歓迎 岸壁でもイベント実施！！８：００入港
８：００～１７：００吹奏楽の演奏で、

お出迎えしましょう ●ステージイベント  ●物産ブース
●キッチンカー など
岸壁まではシャトルバスをご利用下さい
きらめきみなと館　 鞠山岸壁
７：３０～１７：３０（１５～２０分間隔で運行）

１７：００出港
ミニタオルを振って、
みんなで盛大に見送りましょう

見送り

詳細
はＨＰで

令和５年３月１８日㈯ １０：００～１６：００
１９日㈰ １０：００～１６：００
21日（火・祝）　9：００～１６：００ ウエステルダム号の

寄港は21日（火・祝）
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