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ハート＆アートフェスタは若狭町がさらに充実した共生社会※

になることを目的としたお祭りです。
パレア若狭を中心会場として、福祉や健康・文化活動をしている
事業所やグループなどが協力して、毎年実施しています。
みんなが催事に参加したり体験することにより、
お互いの違いを認め、受け入れあい、

新しい仲間づくりや新たな分野との出会いにつながります。
国連が定めた持続可能な開発目標ＳＤＧｓでも

２０１５年から２０３０年までの長期的な開発指針で
「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会を

目指すと定められており、いわゆる共生社会の実現を目指しています。
若狭町でも住民が安心して暮らすことができる
持続可能なまちづくりと地域活性化を図るため、

ＳＤＧｓを原動力としたまちづくりを推進しています。
誰にとっても住みやすい地域（若狭町）を感じる・考えるお祭り

「ハート＆アートフェスタ」に是非ご来場ください。

※共生社会とは…障害がある、ないにかかわらず、女の人も男の人も、
お年寄りも若い人も、すべての人がお互いの人格と個性を大切にし
て、共に支え合いながらいきいきとした人生を送ることができる社
会のこと。

　（Ｈ30.4には福井県共生社会条例が制定されました。）

イカロスクラウド体験
　『ゲームをクリア』しながら乗
るだけで体幹トレーニングやバ
ランス感覚を養う事ができるエ
クササイズマシンです。
　ぜひ一度ご体験ください。

特別公開!! 埴輪のミニ展示
　令和２・３年に脇袋の西塚古墳を発掘調査した際に出
土した埴輪のミニ展示です。現在、「歴史文化館サポー
ターの会」を中心に埴輪の接合作業を進めています。ハー
ト&アートの開催にあわせて、接合したばかりの埴輪を
展示します。当日はなんと、ガラス越しの展示ではない
ため、実際に触ったり、重さを体感することができます!!

会場：歴史文化館　
　　  出土品整理・体験ルーム
        （土器洗浄室）
日時：10月15日（土）、
　　  16日（日）
　　  10時00分～15時00分
見学：無料

上中診療所＆生命保険会社
＆健康医療課 合同企画
血管をしなやかにしよう
◆ずぼらでもできる！超簡単ス
トレッチ　5つの「血管ケア」
残りの4つは会場で！
お楽しみに♪

◆私の血管は何歳？
　「血管年齢測定」
町と包括連携協定を結んだ
生命保険会社と健康づくり♪

第16回 福祉と
文化の祭典

2022

10月15日土・16日日
村中 早苗さん ハート＆アートフェスタ実行委員会会長
　新型コロナウイルスの出現以来、日々の生活、地域の伝統行事等、それまでとは異なる状況になりました。しか
し、そんな今だからこそ、人と人とのつながりを大切にしよう、新しい日常を築こうという動きも出てきています。
　今年も「ハート＆アートフェスタ」を開催します。さまざまな人たちの「ハート」、「ハート」が生み出す「アー
ト」に触れてください。そこから新しい日常に前向きになる何かを感じていただけると嬉しいです。

各催し物の時間・会場は
プログラムチラシをご覧ください。
イベントの内容は新型コロナウイルス感染症対策
のため中止・変更となる場合がございます。

ハート＆アートフェスタ実行委員会
TEL.0770ｰ62ｰ2508 (パレア文化課内)

問い
合わせ

防災を知ろう！
起震車体験・町の防災倉庫を見てみよう
◆防災倉庫をのぞいてみませんか？
地区の防災倉庫に保管してあるテントや
段ボールベッド、防災用品、非常食等を展示します。
◆防災グッズ作り
◆防災士クイズ
防災士資格試験の過去問題に挑戦！
◆非常食の試食
※状況により中止する場合があります。
◆震度7を体験してみよう！
【起震車体験】
15日（土）　13時00分～ 16時00分
16日（日）　  9時00分～ 12時00分
●体験された方にプレゼント進呈！
　※数に限りがあります。
●来場者アンケートで非常食
　プレゼント！
●当日受付となります。

新型コロナウイルス
感染症対策に伴う協力のお願い

●ご本人や同居家族、身近な知人に感染が疑わ
れたり、発熱や風邪等の症状がみられる場合
は、イベントへの参加をお控えください。

●イベント参加中のマスク着用、咳エチケット、
こまめな手指消毒や手洗い、ソーシャルディ
スタンスの確保など、ご自身で感染予防に努
めていただきますようお願いします。

●その他、感染症対策にご協力をお願いします。

埴輪の拓本体験
　墨と画仙紙を使って、埴輪の模様などを写し取る
体験です（魚拓のようなイメージ）。この機会に是
非、体験してみてください!!
会場：パレア若狭　創作スタジオ
日時：10月16日（日）　10時00分～ 15時00分
体験：無料

第13回  きらりアート展
　障害をお持ちの方の芸術才能を発掘し、生きがいづくりに努
め、かがやきとやさしさのある共生社会の実現を目指して毎年
開催しています。
　作者の個性や才能から生み出される内側から湧き上がるよ
うな芸術の数々を、ぜひその目で感じてみてください。
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掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。

情報局

天気や星座、気象をはじめ、「空」にまつわる森
羅万象をまとめた絵本。両サイドカバーで、前
から読むと朝から昼の明るい空に関わるお話
が、後ろから読むと夜の暗い空に関わるお話が
読めます。身近な
材料だけで簡単に
できる実験や観察
も多数紹介されて
いるので、理科や
科学に苦手意識が
あっても、興味の
もてる項目がきっ
と見つかるはず。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

「音楽ホール練習プラン」とは？
練習プランは１時間単位の料金設定なので、
低価格でご利用いただけます。但し、予約は
使用する日の１カ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） 
→ 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） 
→ 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、
750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。

ピアノ使用料

「音楽ホール練習プラン」
を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プランおよび
通常のホール使用料を半額にしています。
■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練
習したい」「発表会の前に、ちょっとホールでピ
アノを弾いてみたい」そんな声にお応えする
ために、気軽に音楽ホールで練習できる「音楽
ホール練習プラン」があります。

第16回 福祉と文化の祭典ハート&アートフェスタ2022
人権意識高揚大会 ～考えよう!人と人とのつながり～

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.25

図書館からのオススメ本
『スカイブック』
～空にひろがるいろいろなふしぎ体験えほん～
アンナ・クレイボーン／著
ケリー・ハインドマン／イラスト

にじいろのおはなし会

10月22日（土）開催日／

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日14時に紙芝居をします。参加無料で、
赤ちゃんから参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

向笠集落東側の日当たりのよい山裾に、縄文時
代中期から後期の北寺遺跡があります。竪穴住
居跡、平地住居跡の他、埋甕なども出土した三
方五湖周辺の中心的な集落遺跡です。２００２～
２００３年に出土した天然ガラスの黒曜石は、縄文
人たちが珍重した石器の材料です。詳しい成分
分析の結果、写真左が長野県諏訪産、同右が山
形県月山産ということがわかりました。はるか遠
方から人手を介して運ばれた、ブランドものの
石材です。

音楽ホール

北寺遺跡の黒曜石（向笠）

パレア若狭のメンテナンスのため下記の期
間を臨時休館します。ご利用のみなさまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協
力いただきますようお願いします。

パレア若狭臨時休館のお知らせ

臨時休館日／11月13日（日）・14日（月）
※15日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営しています。

熊川小学校　Tel:0770-62-0206

第１６回若狭町小・中学校音楽会
■町内９校の小学校の合奏・合唱等と、２校の
中学校の吹奏楽部の演奏を発表します。
子どもたちの伸びやかな音楽発表をお楽しみ
ください。

パレア若狭ボランティア
スタッフ（パボス）募集
■パレア若狭で開催される催物の準備・運
営などのお手伝いをしていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。中学生以
上ならどなたでも結構です。楽しく元気な
パレアをみんなで創りましょう!
活動内容／
音楽ホール（来場者の接客など）
ギャラリー（展示物の設置など）
図書館（読み聞かせや本の整理など）
※パボス登録票にご記入の上、パレア文
化課窓口にご提出ください。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

村上茶山とゆかりの作家展
～ふるさとを愛し、自然の風景を描き
続けた日本画家村上茶山の回顧展～
■１９３０年（昭和５年）上中町日笠生まれの村
上茶山は、一次産業である百姓、炭焼き、魚
師を生業としながら、北川の四季や三方の梅
園など、若狭の自然の風景を水墨画で描き続
けました。
今回、茶山の１３回忌を迎えるにあたり、村上
家と関係者の協力のもと、茶山の作品と茶山
に師事した６人の作家たちの作品展を開催し
ます。

時間／９：００～２０：００　入場無料
※最終日は１６：００まで
※色紙に描かれた水墨画など５０点を１点５００
円（協賛金）にてお譲りいたします。会場の
一部に展示いたしますので、ご希望の方は
受付担当へお尋ねください。
※先着順（お一人様一点まで）

10月1日（土）～10日（月）展示期間／
※火曜休館

●❶１０：００～１１：００　「人権メッセージ作品」の
　　　　　　　　　表彰式と発表会
●❷１１：１５～１３：３０　映画「くちびるに歌を」を上映
アンジェラ・アキの名曲「手紙～拝啓 十五の君へ」
をモチーフに生まれた中田永一の小説を、新垣結
衣の主演で映画化。
元天才ピアニストと噂される音楽教員と中学生合唱
部員とこころの交流を描いた作品。

料金／入場無料　
　　　事前申込不要（当日先着順）
※町内・町外を問わずどなたでもご参加
いただけます。
会場／パレア若狭音楽ホール
主催／若狭町人権教育推進協議会・
　　　若狭町教育委員会
　　　※法務省委託事業

10月16日（日）開催日／
©２０１５「くちびるに歌を」製作委員会 ©２０１１中田永一／小学館

文化芸能・歌・演奏・バレエ・
ダンスなどのステージ発表

時間／ 9：00～16：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール

11月6日（日）開催日／

下記の日程で、
今年も文化祭を開催予定です。

若狭町文化祭

時間／9：00～17：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内

書道・絵・写真・工芸品・
文芸作品などの 展示

11月4日（金）～6日（日）開催日／

生花展
11月5日（土）～6日（日）開催日／

ワークショップ

時間／ 10：00～16：00（予定）
内容／レザークラフト教室、
　　　寄せ植え教室、囲碁教室

11月6日（日）開催日／

詳細は広報と同時配布の文化祭、ワークショッ
プチラシでご確認下さい。

若狭町内で文化活動をしている団体・個人の作
品展示および舞台発表を行います。ご来場をお
待ちしております。

■コロナ禍の中、若狭町の活気を取り戻したいとの一心で、ウクライナ支援を兼ねたチャリティーコ
ンサートを計画いたしました。どうかご賛同いただき、ご来場いただきますようお願いいたします。

ウクライナ支援チャリティーコンサート 
秋の演歌まつり

スペシャルゲスト／服部浩子、中西りえ、北浜みさき、たなべ幸司 他
入場料／３,０００円　　主催／傳馬屋　　後援／若狭町
※詳細は下記にお問い合わせください。

開催日／10月6日(木) 開演／１0：0０

開場／１３：2０（予定）　開演／１３：４０（予定）
場所／パレア若狭音楽ホール
※入場制限あり（保護者のみの予定）
※コロナ感染状況次第で中止する場合もあります。

開催日／10月27日(木)

傳馬屋　Tel:0770-45-2672　　大音　Tel:090-5175-7776

若狭町教育委員会事務局　Tel:0770-62-2731

■“きらりアート展”は福井県内の障害者および
特別に支援を必要とする児童・生徒たちの社会
参加やアート活動の推進を目的とした公募アー
ト作品展です。独創性がきらりとひかる、シンプ
ルで混じり気の無い表現をお楽しみください。

第１3回きらりアート展

若狭町社会福祉協議会　Tel:０７７０-62-9005

10月13日(木)～10月24日(月)
入場無料　※火曜休館

展示期間／

時間／ 9：00～20：00
新型コロナウイルス感染症対策のため
表彰式は行いません。

若狭ものづくり美学舎　Tel:0770-64-1788

■日本画に挑戦してみたいという方への入門講
座です。秋の実りをテーマに、色鮮やかな水干
絵の具や岩絵の具などを使って画を描いてみ
ましょう。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／１０：００～１２：００
場所／パレア若狭 創作スタジオ
対象／一般（小学校高学年以上）
料金／３,５００円（３回分・材料費込）
持ち物／描く対象となるモチーフ（野菜・果物

など）、タオル、絵の具用雑巾、筆記
用具

10月8日（土）、22日（土）、
11月12日（土）

開催日／

『パレ若塾』受講生募集!
秋を描く日本画講座

若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508
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掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。

情報局

天気や星座、気象をはじめ、「空」にまつわる森
羅万象をまとめた絵本。両サイドカバーで、前
から読むと朝から昼の明るい空に関わるお話
が、後ろから読むと夜の暗い空に関わるお話が
読めます。身近な
材料だけで簡単に
できる実験や観察
も多数紹介されて
いるので、理科や
科学に苦手意識が
あっても、興味の
もてる項目がきっ
と見つかるはず。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

「音楽ホール練習プラン」とは？
練習プランは１時間単位の料金設定なので、
低価格でご利用いただけます。但し、予約は
使用する日の１カ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） 
→ 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） 
→ 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、
750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。

ピアノ使用料

「音楽ホール練習プラン」
を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プランおよび
通常のホール使用料を半額にしています。
■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練
習したい」「発表会の前に、ちょっとホールでピ
アノを弾いてみたい」そんな声にお応えする
ために、気軽に音楽ホールで練習できる「音楽
ホール練習プラン」があります。

第16回 福祉と文化の祭典ハート&アートフェスタ2022
人権意識高揚大会 ～考えよう!人と人とのつながり～

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.25

図書館からのオススメ本
『スカイブック』
～空にひろがるいろいろなふしぎ体験えほん～
アンナ・クレイボーン／著
ケリー・ハインドマン／イラスト

にじいろのおはなし会

10月22日（土）開催日／

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日14時に紙芝居をします。参加無料で、
赤ちゃんから参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

向笠集落東側の日当たりのよい山裾に、縄文時
代中期から後期の北寺遺跡があります。竪穴住
居跡、平地住居跡の他、埋甕なども出土した三
方五湖周辺の中心的な集落遺跡です。２００２～
２００３年に出土した天然ガラスの黒曜石は、縄文
人たちが珍重した石器の材料です。詳しい成分
分析の結果、写真左が長野県諏訪産、同右が山
形県月山産ということがわかりました。はるか遠
方から人手を介して運ばれた、ブランドものの
石材です。

音楽ホール

北寺遺跡の黒曜石（向笠）

パレア若狭のメンテナンスのため下記の期
間を臨時休館します。ご利用のみなさまに
は大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協
力いただきますようお願いします。

パレア若狭臨時休館のお知らせ

臨時休館日／11月13日（日）・14日（月）
※15日（火）は定休日です。
※社会福祉協議会は通常どおり運営しています。

熊川小学校　Tel:0770-62-0206

第１６回若狭町小・中学校音楽会
■町内９校の小学校の合奏・合唱等と、２校の
中学校の吹奏楽部の演奏を発表します。
子どもたちの伸びやかな音楽発表をお楽しみ
ください。

パレア若狭ボランティア
スタッフ（パボス）募集
■パレア若狭で開催される催物の準備・運
営などのお手伝いをしていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。中学生以
上ならどなたでも結構です。楽しく元気な
パレアをみんなで創りましょう!
活動内容／
音楽ホール（来場者の接客など）
ギャラリー（展示物の設置など）
図書館（読み聞かせや本の整理など）
※パボス登録票にご記入の上、パレア文
化課窓口にご提出ください。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

村上茶山とゆかりの作家展
～ふるさとを愛し、自然の風景を描き
続けた日本画家村上茶山の回顧展～
■１９３０年（昭和５年）上中町日笠生まれの村
上茶山は、一次産業である百姓、炭焼き、魚
師を生業としながら、北川の四季や三方の梅
園など、若狭の自然の風景を水墨画で描き続
けました。
今回、茶山の１３回忌を迎えるにあたり、村上
家と関係者の協力のもと、茶山の作品と茶山
に師事した６人の作家たちの作品展を開催し
ます。

時間／９：００～２０：００　入場無料
※最終日は１６：００まで
※色紙に描かれた水墨画など５０点を１点５００
円（協賛金）にてお譲りいたします。会場の
一部に展示いたしますので、ご希望の方は
受付担当へお尋ねください。

※先着順（お一人様一点まで）

10月1日（土）～10日（月）展示期間／
※火曜休館

●❶１０：００～１１：００　「人権メッセージ作品」の
　　　　　　　　　表彰式と発表会
●❷１１：１５～１３：３０　映画「くちびるに歌を」を上映
アンジェラ・アキの名曲「手紙～拝啓 十五の君へ」
をモチーフに生まれた中田永一の小説を、新垣結
衣の主演で映画化。
元天才ピアニストと噂される音楽教員と中学生合唱
部員とこころの交流を描いた作品。

料金／入場無料　
　　　事前申込不要（当日先着順）
※町内・町外を問わずどなたでもご参加
いただけます。
会場／パレア若狭音楽ホール
主催／若狭町人権教育推進協議会・
　　　若狭町教育委員会
　　　※法務省委託事業

10月16日（日）開催日／
©２０１５「くちびるに歌を」製作委員会 ©２０１１中田永一／小学館

文化芸能・歌・演奏・バレエ・
ダンスなどのステージ発表

時間／ 9：00～16：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール

11月6日（日）開催日／

下記の日程で、
今年も文化祭を開催予定です。

若狭町文化祭

時間／9：00～17：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内

書道・絵・写真・工芸品・
文芸作品などの 展示

11月4日（金）～6日（日）開催日／

生花展
11月5日（土）～6日（日）開催日／

ワークショップ

時間／ 10：00～16：00（予定）
内容／レザークラフト教室、
　　　寄せ植え教室、囲碁教室

11月6日（日）開催日／

詳細は広報と同時配布の文化祭、ワークショッ
プチラシでご確認下さい。

若狭町内で文化活動をしている団体・個人の作
品展示および舞台発表を行います。ご来場をお
待ちしております。

■コロナ禍の中、若狭町の活気を取り戻したいとの一心で、ウクライナ支援を兼ねたチャリティーコ
ンサートを計画いたしました。どうかご賛同いただき、ご来場いただきますようお願いいたします。

ウクライナ支援チャリティーコンサート 
秋の演歌まつり

スペシャルゲスト／服部浩子、中西りえ、北浜みさき、たなべ幸司 他
入場料／３,０００円　　主催／傳馬屋　　後援／若狭町
※詳細は下記にお問い合わせください。

開催日／10月6日(木) 開演／１0：0０

開場／１３：2０（予定）　開演／１３：４０（予定）
場所／パレア若狭音楽ホール
※入場制限あり（保護者のみの予定）
※コロナ感染状況次第で中止する場合もあります。

開催日／10月27日(木)

傳馬屋　Tel:0770-45-2672　　大音　Tel:090-5175-7776

若狭町教育委員会事務局　Tel:0770-62-2731

■“きらりアート展”は福井県内の障害者および
特別に支援を必要とする児童・生徒たちの社会
参加やアート活動の推進を目的とした公募アー
ト作品展です。独創性がきらりとひかる、シンプ
ルで混じり気の無い表現をお楽しみください。

第１3回きらりアート展

若狭町社会福祉協議会　Tel:０７７０-62-9005

10月13日(木)～10月24日(月)
入場無料　※火曜休館

展示期間／

時間／ 9：00～20：00
新型コロナウイルス感染症対策のため
表彰式は行いません。

若狭ものづくり美学舎　Tel:0770-64-1788

■日本画に挑戦してみたいという方への入門講
座です。秋の実りをテーマに、色鮮やかな水干
絵の具や岩絵の具などを使って画を描いてみ
ましょう。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／１０：００～１２：００
場所／パレア若狭 創作スタジオ
対象／一般（小学校高学年以上）
料金／３,５００円（３回分・材料費込）
持ち物／描く対象となるモチーフ（野菜・果物

など）、タオル、絵の具用雑巾、筆記
用具

10月8日（土）、22日（土）、
11月12日（土）

開催日／

『パレ若塾』受講生募集!
秋を描く日本画講座

若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508
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【継続入所児童】
１０月中に入所保育所より関係書類を配布しますので、各保育所へ提出してください。
【年度途中の入所を希望される方】　
予約として受け付けますので、この期間内に必ず申し込んでください。（出生前の受付も可能です）
予約のない年度途中の申込は、職員配置の都合上、原則お受けできませんので、お気をつけ下さい。
【入所希望者が定員を超えた場合】　
入所基準による利用調整を行い、優先順位の高い方から入所が決まります。（地区内優先）
同点数の場合、抽選を行う場合もありますので、ご了承ください。

問い合わせ問い合わせ
◎こころの相談について
若狭健康福祉センター　☎ 0770-52-1300
二州健康福祉センター　☎ 0770-22-3747
◎自立支援医療・精神保健福祉手帳等について
福祉課　☎0770-62-2703

“ 10月10日～16日は
    精神保健福祉普及運動週間です! ”こころの健康の不調は、誰にでも起こりうる問題であ
り、その原因の多くはストレスから生まれます。ストレス
を意識すること、こころの不調に気づくことがこころの
健康づくりの第一歩になります。
健康福祉センターでは、毎月2回こころの健康や悩みの
相談を受け付ける「こころの相談」を実施しています。
お気軽にご相談ください。
また、こころの病気には医療機関への定期的な通院お
よび服薬が必要になるものがあり、時には長期にわたる
治療を要します。そのため、経済的負担を軽減する「自
立支援医療（精神通院）」や、日常生活や社会生活に制
約がある方が受けられる「精神障害者保健福祉手帳」、
ホームヘルプやデイサービス等のサービスが受けられる
「自立支援給付」があります。
いずれの制度も、認定を受ける必要がありますので、詳
しくはお問合わせください。

“ 働くことの悩み　無料相談会 ”
就職についての出張相談会を、開催いたします。（事前予
約制）
■対　象
就職について悩みがある15～49歳までの無業の方
（※50歳以上応相談）とそのご家族等
■日時および場所
開催時間：12時～16時
9月17日（土）プラザ萬象 1階会議室（敦賀市）
10月15日（土）小浜市文化会館 4階会議室（小浜市）

●「保護者セミナー」も同会場にて開催
働いていない子どもへの関わりを考えるセミナー
■対　象
就職に悩みや不安のある子どもを持つご家族の方
■日時および場所　
開催時間：10 時～12 時（講義・意見交換）

予約・問い合わせ
ふくい若者サポートステーション（サポステふくい）
☎0776-21-0311　（月～金　9時～17時）
E-mail  info@fukui-wss.com

“ 県有地売却のお知らせ ”
県有地を一般競争入札により売り払います。
■所 在 地：若狭町上野3号丁畑1番３
■面　　積：2,019.88㎡
■予定価格：7,270,000円
■入札日時：令和4年11月9日(水)
　　　　　　午前10時30分
■入札場所：福井県庁6階　入札室

“ 若狭町成年後見センターにご相談ください ”

●保育所に入所できる児童
　①若狭町に住民登録のある児童
　②保護者が次の理由に該当するため、保育が必要な児童
就労、妊娠・出産（産前2カ月から産後3カ月の間）、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、就学（職業訓練校を含む）、
求職活動（最長3カ月）など

●申込方法
　①各保育所または子育て支援課で申込書類を受け取る。
　②申込書、支給認定書に必要事項を記入し、就労証明等の添付書類をそろえる。
　③第1希望の保育所または子育て支援課へ提出する。
●町内保育所

■受付期間：令和4年9月26日（月）～令和4年10月21日（金）　※土・日・祝日を除く
■申込書類配布・受付場所：子育て支援課（上中庁舎１階）または第1希望の保育所

“ 令和5年度　保育所新規入所申込について ”

公
公
公
公
公
公
公
私
私

みそみ保育所
中央保育所
気山保育所
とばっ子保育園
わかば保育園
三宅保育所
ののはな保育園
梅の里保育園
明倫保育園

井崎46-24
鳥浜48-38
上瀬1-1-67
大鳥羽38-36-1
瓜生37-1

井ノ口29-27-1
玉置50-1
田井24-2-2
藤井16-80-4

45-0705
45-1815
45-1329
64-1100
62-1411
62-1461
57-1488
46-1030
45-0243

９０
９０
４５
９０
９０
９０
４５
５０
４０

公・私 保育所名 住　　所 電話番号 利用定員
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～

生後57日～
生後57日～
1歳～

入所可能年齢

“ ～お困りごと、まずは話してみませんか～
　　　     障害者の方の地区相談会 ”障害者の財産や金銭問題、年金、労働問題、日常生活
のさまざまな相談に応じます。相談は無料です。（事前
予約もできます）
■日　時：令和4年10月1日（土）

一般相談：11時～１5時、専門相談
（弁護士・社会保険労務士等）13時～１5時

■場　所：敦賀市生涯学習センター 2階
　　　　　研修室１・２（敦賀市東洋町１-１-１）
■対象者：身体・知的・精神に障害のある方。
　　　　　ご家族、関係者の方。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止にな
る場合があります。

問い合わせ 福井県障害者社会参加推進センター
☎0776-27-1632　FAX 0776-25-0267

問い合わせ 福井県家庭養護推進ネットワーク（福さと）
担当：奥山
☎0776-50-3672

“ 里親制度の
　  オンライン説明会を開催します ”さまざまな事情により家庭で暮らすことのできない子ど
もたちを家庭に迎えサポートする里親についての説明会
を開催します。
里親制度の概要や県内の里親さんの体験談を聞くこと
ができるほか、制度に関する疑問や不安にもお答えしま
す。当日は、お名前やお顔を出さずに参加可能です。
■日　　時：令和４年１０月２２日（土）
　　　　　　１３時～１４時３０分
■受 講 料：無料
■申込締切：令和４年１０月１７日（月）１７時まで
■申込方法：①QRコードから
　　　　　　②福さとホームページ「イベント予約」から
　　　　　　　https://r.goope.jp/fukusato
※申込者には後日Zoomの招待メールをお送りします。

問い合わせ 子育て支援課　☎0770-62-2704

申込・問い合わせ 福井県総務部財産活用課　☎0776-20-0251

入札参加希望者は令和4年11月1日(火)までに申し込んでください。

詳しくは
福井県ホームページをご覧ください。
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【継続入所児童】
１０月中に入所保育所より関係書類を配布しますので、各保育所へ提出してください。
【年度途中の入所を希望される方】　
予約として受け付けますので、この期間内に必ず申し込んでください。（出生前の受付も可能です）
予約のない年度途中の申込は、職員配置の都合上、原則お受けできませんので、お気をつけ下さい。
【入所希望者が定員を超えた場合】　
入所基準による利用調整を行い、優先順位の高い方から入所が決まります。（地区内優先）
同点数の場合、抽選を行う場合もありますので、ご了承ください。

問い合わせ問い合わせ
◎こころの相談について
若狭健康福祉センター　☎ 0770-52-1300
二州健康福祉センター　☎ 0770-22-3747
◎自立支援医療・精神保健福祉手帳等について
福祉課　☎0770-62-2703

“ 10月10日～16日は
    精神保健福祉普及運動週間です! ”こころの健康の不調は、誰にでも起こりうる問題であ
り、その原因の多くはストレスから生まれます。ストレス
を意識すること、こころの不調に気づくことがこころの
健康づくりの第一歩になります。
健康福祉センターでは、毎月2回こころの健康や悩みの
相談を受け付ける「こころの相談」を実施しています。
お気軽にご相談ください。
また、こころの病気には医療機関への定期的な通院お
よび服薬が必要になるものがあり、時には長期にわたる
治療を要します。そのため、経済的負担を軽減する「自
立支援医療（精神通院）」や、日常生活や社会生活に制
約がある方が受けられる「精神障害者保健福祉手帳」、
ホームヘルプやデイサービス等のサービスが受けられる
「自立支援給付」があります。
いずれの制度も、認定を受ける必要がありますので、詳
しくはお問合わせください。

“ 働くことの悩み　無料相談会 ”
就職についての出張相談会を、開催いたします。（事前予
約制）
■対　象
就職について悩みがある15～49歳までの無業の方
（※50歳以上応相談）とそのご家族等
■日時および場所
開催時間：12時～16時
9月17日（土）プラザ萬象 1階会議室（敦賀市）
10月15日（土）小浜市文化会館 4階会議室（小浜市）

●「保護者セミナー」も同会場にて開催
働いていない子どもへの関わりを考えるセミナー
■対　象
就職に悩みや不安のある子どもを持つご家族の方
■日時および場所　
開催時間：10 時～12 時（講義・意見交換）

予約・問い合わせ
ふくい若者サポートステーション（サポステふくい）
☎0776-21-0311　（月～金　9時～17時）
E-mail  info@fukui-wss.com

“ 県有地売却のお知らせ ”
県有地を一般競争入札により売り払います。
■所 在 地：若狭町上野3号丁畑1番３
■面　　積：2,019.88㎡
■予定価格：7,270,000円
■入札日時：令和4年11月9日(水)
　　　　　　午前10時30分
■入札場所：福井県庁6階　入札室

“ 若狭町成年後見センターにご相談ください ”

●保育所に入所できる児童
　①若狭町に住民登録のある児童
　②保護者が次の理由に該当するため、保育が必要な児童
就労、妊娠・出産（産前2カ月から産後3カ月の間）、疾病・障害、介護・看護、災害復旧、就学（職業訓練校を含む）、
求職活動（最長3カ月）など

●申込方法
　①各保育所または子育て支援課で申込書類を受け取る。
　②申込書、支給認定書に必要事項を記入し、就労証明等の添付書類をそろえる。
　③第1希望の保育所または子育て支援課へ提出する。
●町内保育所

■受付期間：令和4年9月26日（月）～令和4年10月21日（金）　※土・日・祝日を除く
■申込書類配布・受付場所：子育て支援課（上中庁舎１階）または第1希望の保育所

“ 令和5年度　保育所新規入所申込について ”

公
公
公
公
公
公
公
私
私

みそみ保育所
中央保育所
気山保育所
とばっ子保育園
わかば保育園
三宅保育所
ののはな保育園
梅の里保育園
明倫保育園

井崎46-24
鳥浜48-38
上瀬1-1-67
大鳥羽38-36-1
瓜生37-1

井ノ口29-27-1
玉置50-1
田井24-2-2
藤井16-80-4

45-0705
45-1815
45-1329
64-1100
62-1411
62-1461
57-1488
46-1030
45-0243

９０
９０
４５
９０
９０
９０
４５
５０
４０

公・私 保育所名 住　　所 電話番号 利用定員
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～
1歳～

生後57日～
生後57日～
1歳～

入所可能年齢

“ ～お困りごと、まずは話してみませんか～
　　　     障害者の方の地区相談会 ”障害者の財産や金銭問題、年金、労働問題、日常生活
のさまざまな相談に応じます。相談は無料です。（事前
予約もできます）
■日　時：令和4年10月1日（土）

一般相談：11時～１5時、専門相談
（弁護士・社会保険労務士等）13時～１5時

■場　所：敦賀市生涯学習センター 2階
　　　　　研修室１・２（敦賀市東洋町１-１-１）
■対象者：身体・知的・精神に障害のある方。
　　　　　ご家族、関係者の方。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況により、中止にな
る場合があります。

問い合わせ 福井県障害者社会参加推進センター
☎0776-27-1632　FAX 0776-25-0267

問い合わせ 福井県家庭養護推進ネットワーク（福さと）
担当：奥山
☎0776-50-3672

“ 里親制度の
　  オンライン説明会を開催します ”さまざまな事情により家庭で暮らすことのできない子ど
もたちを家庭に迎えサポートする里親についての説明会
を開催します。
里親制度の概要や県内の里親さんの体験談を聞くこと
ができるほか、制度に関する疑問や不安にもお答えしま
す。当日は、お名前やお顔を出さずに参加可能です。
■日　　時：令和４年１０月２２日（土）
　　　　　　１３時～１４時３０分
■受 講 料：無料
■申込締切：令和４年１０月１７日（月）１７時まで
■申込方法：①QRコードから
　　　　　　②福さとホームページ「イベント予約」から
　　　　　　　https://r.goope.jp/fukusato
※申込者には後日Zoomの招待メールをお送りします。

問い合わせ 子育て支援課　☎0770-62-2704

申込・問い合わせ 福井県総務部財産活用課　☎0776-20-0251

入札参加希望者は令和4年11月1日(火)までに申し込んでください。

詳しくは
福井県ホームページをご覧ください。
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