
勝山市内の各地域や施設などで開催されるイベントをお知らせします

n 7月

日 時間 場所 内容 問い合わせ先

9
午前 9時～
午後 5時 道の駅 西ヶ原にんにく即売会 荒土まちづくり会館 89-2117

10 午前 9時～
午後 5時 道の駅 西ヶ原にんにく即売会 荒土まちづくり会館 89-2117

10
午後 1時 30 分
～午後 3時 ゆめおーれ勝山 ブータンミュージアムが

勝山にやってきた ゆめおーれ勝山 87-1200

15
午後 1時 30 分
～午後 4時 ゆめおーれ勝山 一日工業技術センター 福井県工業技術センター

0776-55-0664

16～18 午前 10 時～
午後 4時

かつやま恐竜の
森 恐竜ネジアート体験 かつやま恐竜の森 88-8777

16～18 午前 10 時～
午後 5時

かつやま恐竜の
森 キッチンカー祭り かつやま恐竜の森 88-8777

16～ ゆめおーれ勝山 企画展「テキスタイル
テクノロジー」

ゆめおーれ勝山 87-1200
※8月 30 日まで

23～ 午前 10時～
午後 4時

かつやま恐竜の
森 恐竜ネジアート体験 かつやま恐竜の森 88-8777

※8月 28 日まで

23 午前 9時～午前
11時 30分

教育会館３階
第３研修室

かつやまこども恐竜LABO
第２回学習会

「岩石を見極めろ！ 化石
探しの最初の一歩」

講師 町学芸員（勝山市）

未来創造課 88－1115

23
午前 10 時～
正午

教育会館３階
第１研修室

勝山市男女共同ネットワー
ク親子スイーツマグネット

作り
未来創造課 88－1115

23
午後 1時 30 分～
午後 3時 30分

市民交流センタ
ー２階
大ホール

ダニエルさんジェイクさん
さよならパーティー

未来創造課 88－1115

24
午前 9時～

午前 11時 30 分
教育会館 ３階
第３研修室

勝山市子ども会育成連絡協
議会 壁新聞作り教室

未来創造課 88－1115

24 午前 6時 30 分
～

荒土小学校グラ
ウンド 荒土町民ラジオ体操祭 荒土まちづくり会館 89-2117

24 午前 9時～ 伊波神社 皿川清掃と
魚つかみ取り体験 荒土まちづくり会館 89-2117

別 紙



l 8月

日 時間 場所 内容 問い合わせ先

30
午前 9時 30 分

～
午前 11時 30 分

教育会館 けや
きの間

勝山市青年団体連絡会主催
親子ボードゲームを

楽しもう
未来創造課 88－1115

30 午前 10 時～
午後３時

越前大仏
門前町 もんぜん夏祭り 越前大仏 87-3300

30
午前 9時 30 分

～
午前 11時 30 分

教育会館
ホール 家族で科学実験教室 青少年センター 87-0101

未来創造課 88－1115

31 午前 9時 30 分
～

荒土まちづくり
会館 木工教室 荒土まちづくり会館 89-2117

月日 時間 場所 内容 問い合わせ先

4 午前 10 時～
午前 11時

平泉寺
まちづくり会館

「睡眠」と「健康」の
知恵袋講座 平泉寺まちづくり会館 88-0866

10～16 午前 10 時～
午後 5時

かつやま
恐竜の森 キッチンカー祭り かつやま恐竜の森 88-8777

11 午後４時～
午後９時 教育会館ホール 子どもたちの灯り 勝山まちづくり会館 88－0800

12 午前８時３０分
～午後９時 教育会館ホール 子どもたちの灯り 勝山まちづくり会館 88－0800

13 午後 5時 30 分
～

越前大仏
門前町 大師山たいまつ登山 猪野瀬まちづくり会館 88-0313

14 午後 7時 30 分
～午後 8時

弁天緑地公園
グラウンド

勝山商工会議所
まちなか賑わい事業
「納涼花火大会 2022」

勝山商工会議所 88－0463

15 午後 3時～ 北谷町谷区 「はやし込み行列」 北谷町谷区
山内区長 88-2491

16 午後 5時～ 村岡小学校
グラウンド 村岡山ちょうちん登山 村岡まちづくり会館 88-0366

18 午前 10 時～
午前 11時

平泉寺
まちづくり会館

「睡眠」と「健康」の
知恵袋講座 平泉寺まちづくり会館 88-0866

20 午前 9時 30 分
～

猪野瀬
まちづくり会館 木工教室 猪野瀬まちづくり会館 88-0313


