
TOP I C S
若狭町農業委員会（中塚会長）が、渡辺町長に若狭町農業施策等に関

する意見書を提出しました。この意見書は、農業委員会等に関する法律第
３８条第１項の規定に基づき、農地等利用最適化推進施策の改善につなが
る意見を提出するものです。
農業従事者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加など農業を取

り巻く厳しい現状の中、今回の意見書では、大規模農家の離農対策や小
規模土地改良事業の取り組み促進などの具体的な意見・要望があげられま
した。
渡辺町長は「若狭町の農業経営に大切な施策であり、しっかりと受け止

め農業の振興に取り組みます。」と述べました。

農業委員会から町へ意見書を提出9/28

河内川ダムで水上アクティビティ10/10

伝統野菜「山内かぶら」の種まき9/28

福井県伝統工芸品展 ワークショップ9/23
・24

９月１０日から開催された福井県伝統工芸品展のワークショップとして「伝統工芸
士が教える包丁研ぎと小物づくり」がパレア若狭ギャラリーで開催されました。
越前打刃物のブースでは、工芸士の指導の

もと包丁研ぎを、越前タンスのブースでは時計
づくりやミニカーづくりを体験しました。
参加者は「包丁研ぎがこんなに繊細で奥深

いものだとは思いませんでした。よく魚をさば
くので自宅に帰ったらよく切れるようになった
この包丁で太い鯛の骨を切ってみたい！」と話
していました。

三方五湖一斉清掃9/25

三方五湖周辺で一斉清掃をして環境保全
の機運を高めようと、若狭町と美浜町でつく
る三方五湖保全対策協議会が実施しました。
福井県立三方青年の家（鳥浜）や美浜総
合体育館に集まった両町民や各種団体など
計１９２人が参加し、たくさんのゴミを回収し
ました。

若狭町交通安全街頭啓発9/28

秋の全国交通安全運動期間中のこの日、敦賀
交通安全協会三方支部と若狭交通安全協会上
中支部の主催による交通安全街頭啓発が国道２
７号線倉見スノーベースで行われました。
三方・上中両交番駐在所連絡協議会、敦賀・小
浜両警察署員なども参加し、国道２７号線を通行
する車両に対し、のぼり旗を用いて安全運転お
よび交通事故防止を啓発しました。

鳥羽小学校３年生１０人が、山内集落で明治時
代より伝え守られてきた「山内かぶら」の種まきを
地元生産者「山内かぶらちゃんの会」のメンバー８
人の指導で体験しました。その後、山内かぶらが
入った餃子やコロッケの試食も楽しみました。
山内かぶらは味も濃く風味があり、煮崩れしに

くい白かぶの一種で、１１月中旬には１２～１３㎝に
大きくなり子どもたちも一緒に収穫する予定です。

若狭町自衛消防隊三方地域操法指導会10/2

三方消防署訓練場（北前川）において若狭町自衛消防隊三方地域連絡協
議会が主催して「第３６回若狭町自衛消防隊三方地域操法指導会」が３年振

りに開催されました。
若狭町内の地域および事業所な

どの自衛消防隊１２隊（地域５隊、事
業所７隊）が参加し、自衛消防隊の
消防操法技術の習熟と初期消火活
動力の向上、さらに住民の防火意識
を喚起することを目的として消火栓
操法やバケツリレー操法を披露し、
訓練の成果を競い合いました。

このほど、河内川ダムに水上アクティビティの拠点となる船着場と艇庫が
完成し、地元関係者にお披露目されました。艇庫にはトイレや更衣室が整備さ

れ、船着場からカヤックやＳＵＰを浮か
べることができるようになりました。
この日は、ＳＵＰ体験会も同時に開
催され、子どもたちや愛好家の方々
が普段体験できない湖面を移動しな
がら、水面を取り囲む自然あふれる
景色に魅了されていました。来年か
ら本格的な運用が始まる予定です。

10/2
・8・9 丹後くろまつ号歓迎（小浜線全線開業１００周年記念）
１０月２日、９日に、京丹後鉄道のレストラン列車「丹後くろまつ号」が十村駅に停車するのに合わせ、地元特産品やスイーツな
どを販売する「くろまつマルシェ」が十村駅前で開催され、列車を見に訪れた多くの地元住民らで賑わいました。
また、同列車の到着に合わせ、ホームでは町内の和太鼓グループ「五湖鶴太鼓」も迫力ある演奏で盛り上げたほか、乗客には
地元特産の梨ジャムがプレゼントされました。
１０月８日には、「丹後くろまつ号」の上中駅到着に合わせ、上中中学校吹奏楽部によるおもてなし演奏が行われ、乗客を歓迎
しました。
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する意見書を提出しました。この意見書は、農業委員会等に関する法律第
３８条第１項の規定に基づき、農地等利用最適化推進施策の改善につなが
る意見を提出するものです。
農業従事者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加など農業を取

り巻く厳しい現状の中、今回の意見書では、大規模農家の離農対策や小
規模土地改良事業の取り組み促進などの具体的な意見・要望があげられま
した。
渡辺町長は「若狭町の農業経営に大切な施策であり、しっかりと受け止

め農業の振興に取り組みます。」と述べました。

農業委員会から町へ意見書を提出9/28

河内川ダムで水上アクティビティ10/10

伝統野菜「山内かぶら」の種まき9/28

福井県伝統工芸品展 ワークショップ9/23
・24

９月１０日から開催された福井県伝統工芸品展のワークショップとして「伝統工芸
士が教える包丁研ぎと小物づくり」がパレア若狭ギャラリーで開催されました。
越前打刃物のブースでは、工芸士の指導の

もと包丁研ぎを、越前タンスのブースでは時計
づくりやミニカーづくりを体験しました。
参加者は「包丁研ぎがこんなに繊細で奥深

いものだとは思いませんでした。よく魚をさば
くので自宅に帰ったらよく切れるようになった
この包丁で太い鯛の骨を切ってみたい！」と話
していました。

三方五湖一斉清掃9/25

三方五湖周辺で一斉清掃をして環境保全
の機運を高めようと、若狭町と美浜町でつく
る三方五湖保全対策協議会が実施しました。
福井県立三方青年の家（鳥浜）や美浜総
合体育館に集まった両町民や各種団体など
計１９２人が参加し、たくさんのゴミを回収し
ました。

若狭町交通安全街頭啓発9/28

秋の全国交通安全運動期間中のこの日、敦賀
交通安全協会三方支部と若狭交通安全協会上
中支部の主催による交通安全街頭啓発が国道２
７号線倉見スノーベースで行われました。
三方・上中両交番駐在所連絡協議会、敦賀・小
浜両警察署員なども参加し、国道２７号線を通行
する車両に対し、のぼり旗を用いて安全運転お
よび交通事故防止を啓発しました。

鳥羽小学校３年生１０人が、山内集落で明治時
代より伝え守られてきた「山内かぶら」の種まきを
地元生産者「山内かぶらちゃんの会」のメンバー８
人の指導で体験しました。その後、山内かぶらが
入った餃子やコロッケの試食も楽しみました。
山内かぶらは味も濃く風味があり、煮崩れしに

くい白かぶの一種で、１１月中旬には１２～１３㎝に
大きくなり子どもたちも一緒に収穫する予定です。

若狭町自衛消防隊三方地域操法指導会10/2

三方消防署訓練場（北前川）において若狭町自衛消防隊三方地域連絡協
議会が主催して「第３６回若狭町自衛消防隊三方地域操法指導会」が３年振

りに開催されました。
若狭町内の地域および事業所な

どの自衛消防隊１２隊（地域５隊、事
業所７隊）が参加し、自衛消防隊の
消防操法技術の習熟と初期消火活
動力の向上、さらに住民の防火意識
を喚起することを目的として消火栓
操法やバケツリレー操法を披露し、
訓練の成果を競い合いました。

このほど、河内川ダムに水上アクティビティの拠点となる船着場と艇庫が
完成し、地元関係者にお披露目されました。艇庫にはトイレや更衣室が整備さ

れ、船着場からカヤックやＳＵＰを浮か
べることができるようになりました。
この日は、ＳＵＰ体験会も同時に開
催され、子どもたちや愛好家の方々
が普段体験できない湖面を移動しな
がら、水面を取り囲む自然あふれる
景色に魅了されていました。来年か
ら本格的な運用が始まる予定です。

10/2
・8・9 丹後くろまつ号歓迎（小浜線全線開業１００周年記念）
１０月２日、９日に、京丹後鉄道のレストラン列車「丹後くろまつ号」が十村駅に停車するのに合わせ、地元特産品やスイーツな
どを販売する「くろまつマルシェ」が十村駅前で開催され、列車を見に訪れた多くの地元住民らで賑わいました。
また、同列車の到着に合わせ、ホームでは町内の和太鼓グループ「五湖鶴太鼓」も迫力ある演奏で盛り上げたほか、乗客には
地元特産の梨ジャムがプレゼントされました。
１０月８日には、「丹後くろまつ号」の上中駅到着に合わせ、上中中学校吹奏楽部によるおもてなし演奏が行われ、乗客を歓迎
しました。
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ハート＆アートフェスタ２０２２10/15
・16

健康医療課　上中診療所  ☎0770-62-1188　（歯科直通  ☎0770-62-1447）問い合わせ

歯周病と糖尿病
診療所だより 健康や、診察・治療内容に関する情報などを掲載していき

ます。日ごろのお悩みや疑問についてもお聞かせください。

工事請負業者が主催する見学会が開催され、熊川小学校の全児童２４名と集まった
地域住民が上水道用の「水管橋」が北川に架けられる様子を見学しました。子どもた
ちは、概要の説明を聞いたあと、巨大クレーンで長さ３８
メートル、重さ１４トンの水管橋が設置される様子を間近
で見学し、スケールの大きさにびっくりした様子でした。
この工事は、老朽化した水管橋の更新工事として行
われ、今年度末には、新しい水管橋を使っての給水が
開始される予定です。

ジビエ味覚体験授業10/14

鳥羽小学校の５年生１７名が野生鳥獣の肉（ジビエ）の料理にチャレンジしました。
料理に入る前に、講師より野生生物による農林業への被害、捕獲から食肉への加工、流

通、ジビエの栄養について学びました。その後、シカウインナー
と塩麹に漬けたシカ肉を焼き、ブルーベリーソースと焼き肉のタ
レを合わせたものを絡め、美味しく試食しました。
子どもたちは実際に鹿を食べることによって鳥獣害への関心

や生き物の命を感謝していただく気持ちを深め、ジビエを身近に
感じることができました。

若狭町がさらに充実した共生社会となることを目的として　第１６回福祉と文化の祭
典 ハート＆アートフェスタ２０２２　がパレア若狭を主会場に開催されました。福祉・健康・
文化活動などを行っている事業所やグループにより、多彩な催しが繰り広げられました。

熊川水管橋架設工事見学会10/19

ビーチクラフト

チャリティーフリーマーケット

秋のおはなし会 秋の楽しい工作会人権意識高揚大会

血管をしなやかにしよう第13回きらりアート展 防災を知ろう！！ 起震車体験

７月号に掲載しましたように、全身の健康と口の健康は密接に関係しており、特に糖尿病の重大な合併症の
一つが歯周病です。血糖コントロールがうまくできない事から歯周病が悪化しやすく、逆に歯周病が重症であ
るほど血糖のコントロールの状態も悪くなります。歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼします。
当院の内科等で配布の「糖尿病連携手帳」は、かかり

つけ医と専門医、歯科医師、眼科医等が役割分担をして
患者さんの診療を行うことを目的としたもので、歯科の検
査結果を記載するページがあります。歯科受診されてい
ない方は、手帳をお持ちになって、
一度受診してください。歯科に通わ
れている方で手帳に記載がない方
は、歯科受診時に手帳を提示してい
ただければ記入致します。

※次号では、糖尿病が歯に及ぼす影
響と、歯周病と関係のある他の疾
病についてお届けします。

その❶

わたしたちのＳＤＧｓ Vol.4

天然温泉岡三屋彩かさね天然温泉岡三屋彩かさね
若狭町生倉18-19-2若狭町生倉18-19-2

事業内容
　三方湖畔で天然温泉旅館を営み、県内外より
お客様にご利用いただいています。地元の魚類
や野菜などを用いたお料理を提供し、食材の地
産地消にも取り組んでいます。

　三方湖畔で天然温泉旅館を営み、県内外より
お客様にご利用いただいています。地元の魚類
や野菜などを用いたお料理を提供し、食材の地
産地消にも取り組んでいます。

町内でSDGsの取り組みを
されている企業・団体にお聞きしました

ＳＤＧｓ目標

ＳＤＧｓ取組内容
これまで、地域循環の要である「地産地消」を推
進してきました。それに加え10月1日よりカーボン
ニュートラル、三方五湖周辺の観光保全を目指し、
EVレンタカー事業を始めました。北陸新幹線敦賀
開業を見据えて、JR小浜線の有効利用、さらに若
狭町の観光周遊のための二次交通の充実を目標
に事業展開していきます。

これまで、地域循環の要である「地産地消」を推
進してきました。それに加え10月1日よりカーボン
ニュートラル、三方五湖周辺の観光保全を目指し、
EVレンタカー事業を始めました。北陸新幹線敦賀
開業を見据えて、JR小浜線の有効利用、さらに若
狭町の観光周遊のための二次交通の充実を目標
に事業展開していきます。
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ハート＆アートフェスタ２０２２10/15
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健康医療課　上中診療所  ☎0770-62-1188　（歯科直通  ☎0770-62-1447）問い合わせ

歯周病と糖尿病
診療所だより 健康や、診察・治療内容に関する情報などを掲載していき

ます。日ごろのお悩みや疑問についてもお聞かせください。

工事請負業者が主催する見学会が開催され、熊川小学校の全児童２４名と集まった
地域住民が上水道用の「水管橋」が北川に架けられる様子を見学しました。子どもた
ちは、概要の説明を聞いたあと、巨大クレーンで長さ３８
メートル、重さ１４トンの水管橋が設置される様子を間近
で見学し、スケールの大きさにびっくりした様子でした。
この工事は、老朽化した水管橋の更新工事として行
われ、今年度末には、新しい水管橋を使っての給水が
開始される予定です。

ジビエ味覚体験授業10/14

鳥羽小学校の５年生１７名が野生鳥獣の肉（ジビエ）の料理にチャレンジしました。
料理に入る前に、講師より野生生物による農林業への被害、捕獲から食肉への加工、流

通、ジビエの栄養について学びました。その後、シカウインナー
と塩麹に漬けたシカ肉を焼き、ブルーベリーソースと焼き肉のタ
レを合わせたものを絡め、美味しく試食しました。
子どもたちは実際に鹿を食べることによって鳥獣害への関心

や生き物の命を感謝していただく気持ちを深め、ジビエを身近に
感じることができました。

若狭町がさらに充実した共生社会となることを目的として　第１６回福祉と文化の祭
典 ハート＆アートフェスタ２０２２　がパレア若狭を主会場に開催されました。福祉・健康・
文化活動などを行っている事業所やグループにより、多彩な催しが繰り広げられました。

熊川水管橋架設工事見学会10/19

ビーチクラフト

チャリティーフリーマーケット

秋のおはなし会 秋の楽しい工作会人権意識高揚大会

血管をしなやかにしよう第13回きらりアート展 防災を知ろう！！ 起震車体験

７月号に掲載しましたように、全身の健康と口の健康は密接に関係しており、特に糖尿病の重大な合併症の
一つが歯周病です。血糖コントロールがうまくできない事から歯周病が悪化しやすく、逆に歯周病が重症であ
るほど血糖のコントロールの状態も悪くなります。歯周病と糖尿病は相互に悪影響を及ぼします。
当院の内科等で配布の「糖尿病連携手帳」は、かかり

つけ医と専門医、歯科医師、眼科医等が役割分担をして
患者さんの診療を行うことを目的としたもので、歯科の検
査結果を記載するページがあります。歯科受診されてい
ない方は、手帳をお持ちになって、
一度受診してください。歯科に通わ
れている方で手帳に記載がない方
は、歯科受診時に手帳を提示してい
ただければ記入致します。

※次号では、糖尿病が歯に及ぼす影
響と、歯周病と関係のある他の疾
病についてお届けします。

その❶

わたしたちのＳＤＧｓ Vol.4

天然温泉岡三屋彩かさね天然温泉岡三屋彩かさね
若狭町生倉18-19-2若狭町生倉18-19-2

事業内容
　三方湖畔で天然温泉旅館を営み、県内外より
お客様にご利用いただいています。地元の魚類
や野菜などを用いたお料理を提供し、食材の地
産地消にも取り組んでいます。

　三方湖畔で天然温泉旅館を営み、県内外より
お客様にご利用いただいています。地元の魚類
や野菜などを用いたお料理を提供し、食材の地
産地消にも取り組んでいます。

町内でSDGsの取り組みを
されている企業・団体にお聞きしました

ＳＤＧｓ目標

ＳＤＧｓ取組内容
これまで、地域循環の要である「地産地消」を推
進してきました。それに加え10月1日よりカーボン
ニュートラル、三方五湖周辺の観光保全を目指し、
EVレンタカー事業を始めました。北陸新幹線敦賀
開業を見据えて、JR小浜線の有効利用、さらに若
狭町の観光周遊のための二次交通の充実を目標
に事業展開していきます。

これまで、地域循環の要である「地産地消」を推
進してきました。それに加え10月1日よりカーボン
ニュートラル、三方五湖周辺の観光保全を目指し、
EVレンタカー事業を始めました。北陸新幹線敦賀
開業を見据えて、JR小浜線の有効利用、さらに若
狭町の観光周遊のための二次交通の充実を目標
に事業展開していきます。

T
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ま 話題ちの
Town topics
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　　　           開場      9:30　開演 10:00
　　　          開場 13:30　開演 14:00
1回目 
2回目 

手影絵
パフォーマンス

HAND SHADOWSHOW

劇団かかし座            PRESENTS    

一般　1,000円 / 小学生以下　500円

全席指定

チケット発売日
（未就学児入場可）

パレア若狭音楽ホール
【チケット販売 /お問合せ】パレア若狭チケットカウンター　TEL.0770-62-2506
           　　※発売初日のみ電話予約での受付は 13：00 ～となります。 
【プレイガイド】  ○創楽堂（小浜市）TEL.0770-52-1313

○オーディオ渡辺（敦賀市）TEL.0770-22-3456主 催   若狭町　　　　　　後 援
協 賛   （公財）げんでんふれあい福井財団 パレア若狭Webサイトからチケットが購入できます

（上演時間約４０分）

影絵遊びコーナー
たくさんの影絵人形で遊んだり、

公演に出てきた手影絵を教えてもらおう！

［場所］パレア若狭リハーサル室

［対象］本公演のチケットを購入された方

［時間］各回公演終了後
参加無料／申し込み不要

広報わかさ 2022年12月号 ［令和4年11月15日発行］ 発行／若狭町　編集・印刷／(有)鳥居印刷所
〒919-1393 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地 TEL 0770-45-9109　https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp


