
148.5 mm

※写真はイメージです。

 リフト料金
●１日券　大人…1,500円　子供…1,000円
●一回券……100円

●コース全長　300m
●簡易リフト２基

オープン予定
2019年12月下旬

レンタル料金

■駐車スペース…300台　無料

営業時間／【全日】 8：30～17：30　※早朝・ナイター営業はありません。

〒912-0131 福井県大野市南六呂師
六呂師高原スキーパーク
Tel.0779-67-1066

六呂師高原
スキーパーク

※スノーボードでは滑ることはできません。
※料金は昨シーズンのものであるため、
　変更となる可能性があります。

●スキー３点セット
 大人…3,000円／子供…2,500円
●スキー板
 大人…2,000円／子供…1,500円
●ソリ……500円
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■駐車スペース…1,000台　平日無料
　土、日、祝日は普通車1,000円
　マイクロバス1,500円　大型バス2,000円
　※12/30～1/3は土・休日料金となります

■交通アクセス：
　北陸道福井ICより車で約80分
　東海北陸自動車道白鳥ICより約35分

営業時間／【平日】 8：30～16：30
【土日祝日】 8：00～16：30　※早朝・ナイター営業はありません。営業時間／【全日】 8：30～17：30　※早朝・ナイター営業はありません。

〒912-0201 福井県大野市朝日前坂27　
Tel.0779-78-2711　Fax.0779-78-2301
URL http://www.fukuiizumi.com/

福井和泉スキー場福井和泉スキー場〒912-0217 福井県大野市角野14-3
スキーセンター：Tel.0779-78-2651
URL http://www.kuzuryu-skiland.com/九頭竜スキー場九頭竜スキー場

 リフト料金
●１日券
 大　人… 4,500円
 シニア… 3,000円
 子　供… 1,000円（小学生以下）
●午後券（12：00～）
 大　人… 3,700円
 シニア… 2,000円
 子　供… 1,000円（小学生以下）

 レンタル
●スキー・スノーボードセット
 大人…4,500円／子供…3,000円
●スキー・スノーボードセット＋ウェア
 大人…6,500円／子供…4,500円

 スクール
●スキー・スノーボードスクール
　（10：00～12：00　13：00～15：00）
　一般レッスン
 ２時間…4,000円　4時間…6,000円
　個人レッスン
 ２時間…15,000円　4時間…20,000円

 割引デー＆イベント
●毎月第１・３日曜日　
　小学生以下リフト無料
●毎月第１・３日曜日以外
　小学生以下一律1,000円
●毎週火曜日
　2,000円でリフト乗り放題
●毎週金曜日
　女性の方の１日リフト券が1,000円
●Fukui Izumiクロスゲーム大会
　２月16日（日）
●Fukui Izumiバンクドスラローム
　３月上旬

■駐車スペース…700台　無料

■交通アクセス：
　北陸道福井ICより車で約60分
　白鳥ICより約30分
　JR越美北線九頭竜湖駅で下車。
　徒歩約10分

 リフト料金
●１日券 
 大　人… 3,800円（平日2,500円）　
 シニア… 2,600円（平日2,000円）
 子　供… 2,600円（平日2,000円）
●午前券・午後券 
 大　人… 2,300円（平日2,000円）　
 シニア… 2,300円（平日2,000円）
 子　供… 2,300円（平日2,000円）
●回数券（11枚綴り）
　……………2,600円
●リフト子供
　／小学生以下

 スキー・スノーボードスクール
●スクールの受講を希望される方は
　事前にお問い合わせください

オープン予定
2019年12月下旬

オープン予定
2019年12月21日（土）

リフトはレベルに合わせて色分け
表示をしております。
接続するコースラインにも注意し
てご利用ください。

初級者コース
上級者コース
中級者コース

パウダーエリア

駐車場４人乗り
高速リフト

リフト券
売り場

レンタル
スキー

スキー
スクール

ちびっこ
ゲレンデ

救護室 ロマンス
リフト

レストラン 売店 更衣室 トイレ

 スキー・スノーボード
 レンタル（1日間）
●スキー３点セット　
 大人…3,200円／子供…2,200円
●ボードセット 
 大人…3,500円／子供…2,800円

六呂師高原の　
情報はコチラ▶

FREE
無料
ご自由にお持ち下さい

2019年12月／2020年1月・2月・3月

W I N T E R  E V E N T  S C H E D U L E

冬のおでかけガイド冬のおでかけガイド
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冬のイベント
スケジュール

Event Schedule
2019年12月～2020年３月

近くでじっくりと観察することが難しい野鳥ですが、野鳥レス
トランではあたたかい室内からエサ台に集まるたくさんの野
鳥を近くで観察できます。時には、リスやテンといった小動物
が訪問してくれることも。日曜、祝日の10:00～15:00には専
門家や職員によるガイドを実施
します。野外の撮影小屋では、よ
り近くで迫力ある野鳥の写真を
撮影することができます。
●参加費：無料
福井県自然保護センター
Tel．0779-67-1655

自然保護センター　森の学習室
（大野市南六呂師169-11-２）

１月～２月の開館日９:00～17:00

場所

冬の野鳥レストラン

冬に見ることができる星座や天体をプラネタリウム(30分)で
学習した後、実際に野外で星座などの観望(45分)と、望遠鏡
で天体観望(45分)でき、冬の星空を十分に楽しめる教室です。
※曇雨天時は秋の天体の話やプラネタリウムの上映
※２/13㊍申込み開始、
　３/11㊌締切
※定員40名（定員に達
し次第締め切ります）
●参加費：無料
福井県自然保護センター
Tel．0779-67-1655

自然保護センター　観察棟
（大野市南六呂師169-11-２）

３/13㊎19:00～21:00

場所

天文教室「冬の星座めぐり」

冬のお休みから七間朝市が再
開、新鮮な野菜などが通りに並
びます。１年間の無病息災や商
売繁盛を祈念する神事や、鏡割
り・ふるまい酒、菓子・餅まきな
ども開催されます。

越前大野七間朝市振興協議会
事務局
Tel．0779-69-9520
（月～金9:00～12:00）

七間通り
（大野市元町）

３/20㊎・㊗９:00～11:00

場所

’20七間朝市開き

チュービングレースや雪
中での宝探し、圧雪車の
見学会など、小さなお子
様が楽しめる催しが盛
りだくさんの１日です！

福井和泉スキー場
Tel．0779-78-2711

福井和泉スキー場特設会場
（大野市朝日前坂27）

３/８㊐10:00～

場所

ファミリーカーニバル和泉

●参加費：無料

雪に覆われた森の中をスノーシューで探検！真っ白な森の
中で春に向け活動し続ける動物の痕跡や樹木の冬芽を探
します。冬の森で自然観察をしたり、雪遊びをしたり、ご家
族ご一緒に楽しめます。
※１/８㊌申込み開始、２/５
㊌締切
※定員30名（定員に達し次
第締め切ります）

福井県自然保護センター
Tel．0779-67-1655

場所 自然保護センター　自然観察の森
（大野市南六呂師169-11-２）

２/８㊏10:00～14:00

里山観察ウォーク
スノーシューで森の探検

●参加費：50円（保険料）

少雨決行
荒天時２/9に順延

メイン会場の平成大野屋平蔵には20段の大迫力ひな飾
りが登場。江戸時代のひな人形や現代のキャラクターひ
な人形など多種多様
なひな人形が登場し
ます。

越前おおのひなまつり
実行委員会
Tel．0779-66-2082

平成大野屋平蔵　ほか
（大野市元町１-２）

１/18㊏～３/22㊐
場所

　　春を彩る
越前おおのひな祭り
第10回

●会場により入館料が
　必要となります

初冬の里山を観察散歩して森の素材を集め、クリスマス飾
りやカードをつくろう。
※５名以上で催行
※申込締切はイベン
ト前日まで（定員に
達し次第締め切り
ます）

奥越前まんまるサイト
Tel．0779-67-1117

奥越前まんまるサイト
（大野市南六呂師169-124）

12/15㊐10:00～12:00

場所

親子で自然とふれあいさんぽっぽ

●参加費：800円／人
　３歳未満無料

要申込

スノーシューをはいて野山の散策を楽しもう。（6歳から）
広い斜面を自在に滑り降りるエアボードを体験してみよ
う！（中学生以上）
※昼食あり。各５名以上で催行
※申込締切はイベント前日ま
で（定員に達し次第締め切
ります）

奥越前まんまるサイト
Tel．0779-67-1117

場所 奥越前まんまるサイト
（大野市南六呂師169-124）

１/12㊐10:00～13:00

「スノーシュー体験会」
「エアボード体験会」

●参加費：1,500円／人
　３歳未満無料

要申込

大人限定、日常を忘れて、ス
ノーシューやエアボードで、
真っ白な里山を満喫しよう。
※昼食あり。各５名以上で催行
※申込締切はイベント前日ま
で（定員に達し次第締め切
ります）

奥越前まんまるサイト
Tel．0779-67-1117

奥越前まんまるサイト
（大野市南六呂師169-124）

１/26㊐９:30～15:00

場所

雪を満喫！大人のスノーフィールド

●参加費：4,000円／人

要申込

スノーシューをはいて雪の森へ行ってみよう。雪の上で動物の
足あとを探したり、雪のトンネルを掘ったり、岩の上から滑っ
てみたり。小さいお子様のいる家庭向けの1日プログラムです。
※昼食あり。３組以上で催行
※申込締切はイベント前日ま
で（定員に達し次第締め切
ります）

奥越前まんまるサイト
Tel．0779-67-1117

奥越前まんまるサイト
（大野市南六呂師169-124）

２/11㊋・㊗10:00～15:00

場所

スノーシューさんぽっぽ（親子限定）

●参加費：2,500円／人
　３歳未満無料

要申込

　２年連続で日本一のきれいな星空にも選ばれた大野市（六呂師高原）
において、本場台湾やタイのように火を使ってスカイランタンの打ち上げ
を行います。当日は、キャンドルによるイルミネーションなど幻想的な
空間を演出します。

　２年連続で日本一のきれいな星空にも選ばれた大野市（六呂師高原）
において、本場台湾やタイのように火を使ってスカイランタンの打ち上げ
を行います。当日は、キャンドルによるイルミネーションなど幻想的な
空間を演出します。

18：00～　ランタン引換開始
19：00～　花火・ミニコンサート
19：35～　ランタン打上（１部）
20：40～　ランタン打上（２部）

日時：令和２年２月８日土 17：00～21：00
場所：六呂師高原の時計台 ミルク工房奥越前周辺（大野市南六呂師169）

料金：4，500円（入場大人４名まで、ランタン１個付）
チケット販売：（一社）大野市観光協会、チケットペイ

※大人：19歳以上。チケットは入場券付きの限定販売になります※大人：19歳以上。チケットは入場券付きの限定販売になります

問合せ（一社）大野市観光協会　TEL：0779－65－5521
イベントの詳細は　

コチラ▶

さかだに
雪まつり
前夜祭

さかだに雪まつりさかだに雪まつりさかだに雪まつり
　巨大かまくらやスノーシュー、
エアボード体験ができるほか、冷
えた体を温める食ブースも開設。
ぜひ会場にお越しください。
※イベント内容は予定であり、変
更となる場合があります

問合せ さかだに雪まつり実行委員会TEL：0779－67－1111

日時：令和２年２月９日㊐
10：00～15：00

場所：六呂師高原スキーパーク
（大野市南六呂師）

越前おおの冬物語越前おおの冬物語越前おおの冬物語
　越前大野の冬を代表する一大イベント。城下町
が雪見灯ろうの明かりで幻想的に包まれ、冬には
珍しい花火が夜空に打ち上がります。冷えた体を
温める飲食ブースが並び、雪のオブジェが会場を
彩ります。また冬季はお休み中の七間朝市が特別
開催されます。内容盛り沢山のイベントとなってお
りますので、ぜひ会場にお越しください。

問合せ（一社）大野市観光協会TEL：0779－65－5521

日時：令和２年
２月１日㊏17：00～21：00

※冬花火は19：30打上

２月２日㊐  ８：00～14：00
場所：越前おおの結ステーション周辺

（大野市明倫町３－３７）

問合せ 大野商工会議所　TEL：0779－66－1230

日時：令和２年２月１日㊏10：00～19：30
２月２日㊐10：00～15：00

場所：越前おおのまちなか交流センター（大野市明倫町３－３７）

越前おおの

ふるさと味物語でっち羊かんまつり
　冬季限定スイーツ「でっち羊かん」販売店舗が大集合、「でっち羊かん」の食べ比べをお楽しみ
ください。また、大野の名産品・特産品の販売、その他飲食ブースも多数出店します。ぜひ大野の
冬の味覚をお楽しみください。

（無くなり次第終了）


