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人口減少や高いクルマ志向に加え、近年のコロナ禍により、公共交通の利用者は減少し
ています。一方で学生の通学や、クルマを持たない高齢者等の「生活の足」として公共交通
の重要性はとても高く、将来にわたって安心で、住みやすい町であるためには、公共交通の
利便性の維持は必要不可欠です。
町では、今回ご紹介する利用料金の助成や駅舎の環境整備など、利用者の皆さまに気軽

にご利用いただけるような施策に取り組んでいます。
おでかけの際には、少し時間にゆとりを持って、公共交通を利用してみませんか？

公共交通を利用する際にご活用ください

期間 7月21日㈭～10月31日㈪

運賃

対象 デマンドタクシー（わくわくタクシー）、町営バス常神三方線

デマンドタクシー
町営バス

300・500円
160～500円 100円100円

※割引対象者も100円です
※幼児（小学生未満）は無料です

（往復200円）

　若狭町が運営する公共交通が運賃100円
で利用できます。
　町内でのお買物や通院、JR小浜線、JRバ
ス若江線への乗り継ぎにご利用ください。
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交通機関名運行ルートＪＲ敦賀駅～ＪＲ東舞鶴駅

［人］

※詳しくは、若狭町ホームページ（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｔｏｗｎ.ｆｕｋｕｉ-ｗａｋａｓａ.ｌｇ.ｊｐ/）でご確認いただけます。

ＪＲ小浜線の運賃や定期券等に対する助成を行っています

助成額等助成内容助成名

ＥＶカーシェア利用

タクシー利用

出張利用
シニア利用

小中学生団体利用

成人式参加助成
回数券助成

定期券助成

グループ旅行助成

ＪＲ小浜線の利用者が同じ日に利用する
上中駅に設置のＥＶカーシェアの利用料金の助成

ＪＲ小浜線の利用者が同じ日に町内で利用する
タクシーの利用料金の助成

町内の民間事業所が業務で利用するＪＲ運賃への助成
町内の６５歳以上の高齢者が利用するＪＲ運賃の助成

町内の小中学生で構成する４人以上の団体が
利用するＪＲ運賃への助成

成人式参加に要するＪＲ運賃の助成
回数乗車券の購入に対する助成（9月30日まで）

３か月、６か月の定期乗車券または営業キロが２０キロ
メートル以上の区間での１か月定期乗車券への助成ま
たはポイント等付与

ＪＲ小浜線を利用して、片道１０１キロメートル以上を
旅行するグループ（４人以上）のＪＲ運賃への助成

１日あたり　１,５００円

１日あたり 　５８０円

ＪＲ小浜線区間の運賃の５０パーセント
ＪＲ小浜線区間の運賃の３０パーセント

ＪＲ小浜線区間の運賃の５０パーセント

乗車券運賃の２０パーセント
購入金額の１０パーセント

購入金額の１０パーセント
（上限額：５,０００円／月）
【レピアカード】
１００円ごとに５ポイント
【わかさ東ふるさと元気スタンプ】
１００円ごとに１コ（9月30日まで）

運賃の３０パーセント
（上限額：片道１,２００円）

▼主な助成内容

住み続けられる
みんなで

ふるさとに
乗って残そう 公共交通

申請はJR三方駅、JR上中駅で行っていますので、両駅のいずれかで手続きをお願いします。申請方法

総合政策課 ☎0770ｰ45ｰ9112
お問い合わせ先

期間中

　　でデマンドタクシー・町営バス常神三方線に乗車できます　　でデマンドタクシー・町営バス常神三方線に乗車できます

●若狭町内に居住している方を対象者とします。
●ＪＲ上中駅、ＪＲ三方駅等で切符等を購入する場合が対象です。
●利用区間にＪＲ小浜線が含まれる場合が対象です。
●「出張利用」は町内民間事業所を対象とし、事業所が申請者となります。

助成の要件
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通学している高校生
から地元の方まで気軽
に利用することができ、
地域の賑わいがあふれ
る場となっています。
７月には、美方高校美

術部が、十村駅の自転車小屋の壁に地元の風景の中に
ＳＬの走る夢のある絵を描いてくれています。
これからも地元に密着した賑わいと憩
いの場「ほっとむら」であり続けます。

公共交通は必要不可欠だと多くの方が思っている一方で、普段は自動車に乗り、公共交通はほとんど使わないという
方が大半です。
民間の公共交通については、利用者が少ないと経営赤字となり、経営改善のためにダイヤの減便や路線廃止が行わ

れます。それが更なる利用者の減少につながり、負のスパイラルがおこってしまいます。
今後も町では利便性の高い公共交通を目指して、様々な施策を実施していきます。住民の皆さまには、少しでも公共
交通をご利用いただき、公共交通の利便性の維持にご協力
をお願いします。

　人口減少や核家族化、さらに高齢単身世帯が増加する社会環境の
変化の中で、交通事業者や自治体等が運行する公共交通に頼るだけ
でなく、地域住民が主体となって地域住民の交通手段を確保する取り
組みを行っている地域があります。
　このような地域の支え合いによって運行する「共助型」の地域交通
によって、安心して買い物ができる取り組みは、これからも住み続け
られる地域づくりを目指す上でも、貴重な取り組みと言えるのではな
いでしょうか。

▶運行開始：平成２５年３月～
▶運行エリア：明倫地区→町内商業施設
▶運行回数：週２回（木・金）
▶料　　  金：１００円／回
※不足分は明倫地域づくり協議会が補填

　ＪＲ上中駅にコワーキングルームを整備しました。ご利用
を希望される方は下記の手順で事前登録をお願いします。
　冷暖房完備でWi-Fiや電源を自由に使用できますの
で、出張時や小浜線を待っている空き時間などにぜひご
利用ください。

■上中駅にコワーキングルームを整備しました

公共交通の空白を埋める地域の取り組み

どなたでもご利用できますので、待合の時間に是非ご利用ください♪

■ストリートピアノを設置しました!
【２Ｆ渡り廊下（北側）】

※詳しくは、広報わかさ７月号
　または若狭町ＨＰをご覧ください

明倫買い物クラブ
▶運行開始：平成２６年７月～
▶運行エリア：みそみ地区→町内商業施設
▶運行回数：週３回（月・火・水）
▶料　　  金：２００円／回

みそみ買い物メイト

利用者と運転者が地元同士
で顔見知りなので、体の調子
まで気遣いながら運行してい
ます。利用者だけでなく運転
者の方も感謝されることで生
きがいを感じています。

代表  竹原 正雄 さん(高岸)
事務局で利用者と運転手の
3ヶ月毎の予定を事前に立て
ているのでスムーズに運行で
きています。
双方の高齢化で利用者の減

少や運転手の確保の問題もありますが、利用者の
笑顔思い浮かべると、これからも色々考えながら
残していかなければならないと思っています。

代表  小西 清光 さん(藤井)

上 中 駅 十村駅（ほっとむら）

５：００～２２：３０
※ただし、上中駅舎開館時に限る

利用可能時間

利　用　料 無料
※今後の運用の参考として、アンケート
などにご協力いただく場合があります。

たくさんの人が集う駅舎を目指して
　ＪＲ西日本の列車運行情報については「ＪＲおでかけネット」や「ＪＲ西日本 列車運行情報専用アプリ」にて取得いただく
ことができます。
　ＪＲ小浜線の運休や遅延情報も確認いただけますので、有効にご活用ください。
※7月31日(日)をもって、ＪＲ西日本からの町の有線放送を使った運休等の放送サービスが終了します

ＪＲ西日本お客様センター　☎０５７０-００-２４８６

ＪＲ小浜線の運行情報等が取得できます

お問い合わせ先

【列車の遅れや運休情報】
ＪＲおでかけネット
 hｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｊｒ-ｏｄｅｋａｋｅ.ｎｅｔ/ｒａｉｌｒｏａｄ/ｓｅｒｖｉｃｅ/ｉｎｆｏ.ｈｔｍｌ

※Wi-Fiは、Wi-Fi Alliance商標または登録商標です。

電源
完備

冷暖房
完備

駅舎内
Wi-Fi
完備

駅舎内
Wi-Fi
完備

「きらやま茶屋」はい
つも笑顔があふれ、暖
かみのあるスペースと
なっています。
２階には、子ども連れ
のお客様でも安心して

食事ができるスペースがあり、たいへん好評です。
お客様のやさしい声を励みに「きらや

ま茶屋」は今日も営業しています。

三方駅（きらやま茶屋）

駅舎内
Wi-Fi
完備

ふるさとに  乗って残そ
う  公共交通

１０：００～１７：００
水曜日

１１：３０～１４：３０
土曜日・日曜日

営業時間
定 休 日

営業時間
定 休 日
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変化の中で、交通事業者や自治体等が運行する公共交通に頼るだけ
でなく、地域住民が主体となって地域住民の交通手段を確保する取り
組みを行っている地域があります。
　このような地域の支え合いによって運行する「共助型」の地域交通
によって、安心して買い物ができる取り組みは、これからも住み続け
られる地域づくりを目指す上でも、貴重な取り組みと言えるのではな
いでしょうか。

▶運行開始：平成２５年３月～
▶運行エリア：明倫地区→町内商業施設
▶運行回数：週２回（木・金）
▶料　　  金：１００円／回
※不足分は明倫地域づくり協議会が補填

　ＪＲ上中駅にコワーキングルームを整備しました。ご利用
を希望される方は下記の手順で事前登録をお願いします。
　冷暖房完備でWi-Fiや電源を自由に使用できますの
で、出張時や小浜線を待っている空き時間などにぜひご
利用ください。

■上中駅にコワーキングルームを整備しました

公共交通の空白を埋める地域の取り組み

どなたでもご利用できますので、待合の時間に是非ご利用ください♪

■ストリートピアノを設置しました!
【２Ｆ渡り廊下（北側）】

※詳しくは、広報わかさ７月号
　または若狭町ＨＰをご覧ください

明倫買い物クラブ
▶運行開始：平成２６年７月～
▶運行エリア：みそみ地区→町内商業施設
▶運行回数：週３回（月・火・水）
▶料　　  金：２００円／回

みそみ買い物メイト

利用者と運転者が地元同士
で顔見知りなので、体の調子
まで気遣いながら運行してい
ます。利用者だけでなく運転
者の方も感謝されることで生
きがいを感じています。

代表  竹原 正雄 さん(高岸)
事務局で利用者と運転手の
3ヶ月毎の予定を事前に立て
ているのでスムーズに運行で
きています。
双方の高齢化で利用者の減

少や運転手の確保の問題もありますが、利用者の
笑顔思い浮かべると、これからも色々考えながら
残していかなければならないと思っています。

代表  小西 清光 さん(藤井)

上 中 駅 十村駅（ほっとむら）

５：００～２２：３０
※ただし、上中駅舎開館時に限る

利用可能時間

利　用　料 無料
※今後の運用の参考として、アンケート
などにご協力いただく場合があります。

たくさんの人が集う駅舎を目指して
　ＪＲ西日本の列車運行情報については「ＪＲおでかけネット」や「ＪＲ西日本 列車運行情報専用アプリ」にて取得いただく
ことができます。
　ＪＲ小浜線の運休や遅延情報も確認いただけますので、有効にご活用ください。
※7月31日(日)をもって、ＪＲ西日本からの町の有線放送を使った運休等の放送サービスが終了します

ＪＲ西日本お客様センター　☎０５７０-００-２４８６

ＪＲ小浜線の運行情報等が取得できます

お問い合わせ先

【列車の遅れや運休情報】
ＪＲおでかけネット
 hｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｊｒ-ｏｄｅｋａｋｅ.ｎｅｔ/ｒａｉｌｒｏａｄ/ｓｅｒｖｉｃｅ/ｉｎｆｏ.ｈｔｍｌ

※Wi-Fiは、Wi-Fi Alliance商標または登録商標です。

電源
完備

冷暖房
完備

駅舎内
Wi-Fi
完備

駅舎内
Wi-Fi
完備

「きらやま茶屋」はい
つも笑顔があふれ、暖
かみのあるスペースと
なっています。
２階には、子ども連れ
のお客様でも安心して

食事ができるスペースがあり、たいへん好評です。
お客様のやさしい声を励みに「きらや

ま茶屋」は今日も営業しています。

三方駅（きらやま茶屋）

駅舎内
Wi-Fi
完備

ふるさとに  乗って残そ
う  公共交通

１０：００～１７：００
水曜日

１１：３０～１４：３０
土曜日・日曜日

営業時間
定 休 日

営業時間
定 休 日
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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。

DOKI!情報局ドキ! 若狭町文化祭 出演者・出展者募集
■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出展
者を募集します。個人・団体は問いません。文
化芸術活動をされている方は、ぜひご応募いた
だき、若狭町文化祭を盛り上げていきましょう。

書道・絵・写真・花・工芸品・
文芸作品などの 展示

文化芸能・歌・演奏・ダンス・
劇などのステージ発表

11月6日（日）開催日／
時間／ 10：00～15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール
出演料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

時間／ 9：00～17：00 
　　　※最終日は16時まで（予定）
場所／パレア若狭内（展示場所は後日連絡いたします）
出展料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）
応募締切／ 8月1日（月）

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

■書道教室「きらとも会」に通う小学1年生から
大人までの書道作品展です。各自、自由題材な
どを集中して仕上げました。ぜひご覧ください。

きらとも会 書作展

きらとも会　Tel:０７７０-62-1651

展示期間／

時間／ 9：00～20：00※最終日は１7：００まで

8月6日(土)～8月28日(日)
※火曜休館

■ウクライナの避難民を支援す
るため、チャリティー人形展を開
催します。おおい町出身の「杉本
泰子」さんの作品約３０点を展示・
販売します。チャリティーの収益
金は全額ウクライナへ寄付させ
ていただきます。皆さんの温かい
ご支援をよろしくお願いします。

チャリティー人形展

人形展に併せてウクライナの人々の現状につ
いて講演会を開催します。皆さんの参加をお
待ちしております。

食見直孝・礼子　Tel:０７７０-53-0690

9月4日（日）開催日／
時間／１４：００～１５：００
場所／パレア若狭　研修室Ａ
講師／谷川イリーナ（ウクライナ出身）夫妻
料金／無料　申込／不要

■美浜町立図書館と合同で開催します。図書
館のことや本のことを学び、専門的な知識を
得て、学校や家庭、地域で読書の楽しさやお
もしろさを伝える読書
リーダー「ジュニア司書」
の養成講座です。

ソ連では第二次世界大戦で１００万人をこえる
女性が従軍し、看護婦や軍医としてのみなら
ず兵士として武器を手にして戦った。しかし戦
後は世間から白い目で見
られ、自らの戦争体験をひ
た隠しにしなければならな
かった――。５００人以上の
従軍女性から聞き取りを
行い戦争の真実を明らか
にした、ノーベル文学賞作
家の主著をコミカライズ。 

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

図書館からのオススメ本
『戦争は女の顔をしていない』 全３巻
小梅 けいと/著
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/原著

ジュニア司書養成講座

■幼児から高校生までの
ピアノ発表会です。ピアノ
独奏・連弾など心を込めて
演奏します。ぜひご来場く
ださい。

ドリームｉピアノコンサート

ドリームｉピアノ教室 井上　Tel:0770-52-0801

音楽ホール

場所／図書館リブラ館と美浜町立図書館　
内容／図書館ってどんなところ？から百科事典

の調べ方。読み聞かせの実践や、お気に
入りの本を紹介するビブリオバトルまで。

料金／無料（事前申し込みが必要です）
対象／町内小学校４～６年生

8月24日（水）～27日（土）
開催日／

主に午前中の４日間

若狭町の語り部 募集
■若狭町では「語り部」の活動を通じて、町を訪れる旅行者に町の魅力を紹介しています。
新たに語り部として活動していただける方を広く募集しています。町の観光や文化財等に関
心があり、その魅力を多くの人に紹介していただける意欲のある方をお待ちしております。

みかたの語り部
【募集対象】
　若狭町内に在住または勤務等する方で、
若狭町の歴史や文化等に興味を持ち、若
狭町を訪れた方への観光地案内にご協力
いただける方
【ガイド内容】
　主に、三方五湖やレインボーライン、
三方石観世音等、三方地域の観光ガイド
【その他】
　ガイド料支給あり（定額）

かみなかの語り部
【募集対象】
　若狭町内に在住または勤務等する方で、
若狭町の歴史や文化等に興味を持ち、若
狭町を訪れた方への観光地案内にご協力
いただける方
【ガイド内容】
　主に、重要伝統的建造物群保存地区「熊
川宿」等、上中地域の観光ガイド
【その他】
　ガイド料支給あり（定額）

詳しい活動内容については、事務局までお気軽に問い合わせください。

「真打ち競演」公開収録

■若狭町とＮＨＫ福井放送局は、
「真打ち競演」の公開収録を実
施します。この番組では、ベテ
ラン芸人による落語・漫才・漫
談の至芸をお楽しみいただき
ます。観覧をご希望の方は、下
記の要領でお申込みください。

開演／１3：0０
主催／ドリームiピアノ教室

8月7日（日）開催日／ 入場無料

ハート&アートフェスタ事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

会場／パレア若狭正面玄関付近
※区画の割り振りは、電源の使用を考慮し、事前
説明会において事務局案を提示したうえで決定し
ます。

出店資格／
出店規約を遵守する若狭町内に住所のある個
人・団体・グループ。ただし、18歳未満の方の
みでの出店やフリーマーケットを生業とする方
の出店は不可。

決定／事前説明会（9月下旬開催予定）の開
催案内通知をもって参加決定とします。

出店料／1,000円
※出店料の半額は、福祉関係団体に寄付します。

※出店規約等の詳細はお問い合わせください。

申込締切／ 8月12日(金)必着
※出店希望者多数の場合は抽選とさせていただく場
合があります。

会場／パレア若狭・若狭町歴史文化館

対象／中学生以上

●フリーマーケット
　出店者募集！

10月15日(土)・16日(日)開催日／

■ハート＆アートフェスタは、よりよい共生社
会の実現に向けて、一人ひとりの「好き」や「得
意」がほかの人の元気につながり、参加した
人が「誰か」や「何か」と出会える場づくりを
目指して開催するお祭りです。あなたの「好
き」や「得意」で、お祭りを盛り上げてみませ
んか？

フリーマーケットで地元特産品、リサイクル
品、手づくりの品などを販売し、「ハート＆アー
トフェスタ2022」を盛り上げてみませんか？

10月16日（日）日時／
9：30～15：00

●サポーター募集！
活動内容／子ども・お年寄り・障がいを持った
方などのサポート、ホワイエでの交流企画の
運営、会場内の案内
など

ハート&アートフェスタ2022
福祉と文化の祭典

※新型コロナウイルス感染状況によっては、出
店できる品目を制限させていただく場合があ
ります。

若狭町の語り部事務局（観光商工課内）　Tel:０７７０-４５-９１１１
mail：kankou@town.fukui-wakasa.lg.jp

音楽ホール

©武藤奈緒美

橘家文蔵 三遊亭萬橘

申込方法
郵便往復はがき（私製を除く）に、以下の必要事項を記入してお申込みください。
【往信用表面】〒461-8725 NHKエンタープライズ中部「真打ち競演（若狭町）」係
【往信用裏面】⑴郵便番号 ⑵住所 ⑶名前 ⑷電話番号 ⑸観覧希望人数（２人まで）
【返信用表面】⑴郵便番号 ⑵住所 ⑶名前
【返信用裏面】なにも記入しないでください（抽選結果を印刷します）
※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
締切／ 8月10日(水)必着

9月9日（金）開催日／
開場／ 17：30　開演／ 18：00　終演予定／ 20：00
出演者／ゲスト：三遊亭萬橘、橘家文蔵　ほか
　　　　司　会：山口 瑛己アナウンサー（NHK福井放送局）
主催／若狭町  ＮＨＫ福井放送局

入場無料 ※要事前申込

出演者情報、申込に関する注意事項はNHK福井放送局HPをご覧ください。

ＮＨＫエンタープライズ中部　Tel:052-952-7381（平日／１０：００～１８：００）
ＮＨＫ福井放送局　ＨＰ:ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｎｈｋ.ｏｒ.ｊｐ/ｆｕｋｕｉ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ　　パレア文化課　Tel:0770-62-2508

福井県伝統工芸品展

パレア文化課　Tel:0770-62-2508時間／9：00～20：00　入場無料　※最終日は17：00まで

展示期間／
9月10日(土)～24日(土)※火曜休館

■福井県には、経済産業省指定の伝統的工芸品として、越前
漆器、越前和紙、若狭めのう細工 、若狭塗、 越前打刃物、越
前焼および越前たんすの７品目があります。今回、パレア若狭
ギャラリーにおいて、７品目の創作活動をリードする若手職人

の作品展を開催します。
受け継がれてきた伝統的
な作品から、これまでに
ない新しいアイデアの作
品まで、新しい時代へと
つながる工芸品に出会え
ます。ぜひご覧ください。

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、NHKでは放送・イベント・配信
事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また、受信契約者情報との照合、受信料のお願
いに使用させていただくことがあります。

時間／ 9：00～20：00　入場無料

展示期間／
9月1日(木)～7日(水)※火曜休館

※最終日は15：00まで
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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。

DOKI!情報局ドキ! 若狭町文化祭 出演者・出展者募集
■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出展
者を募集します。個人・団体は問いません。文
化芸術活動をされている方は、ぜひご応募いた
だき、若狭町文化祭を盛り上げていきましょう。

書道・絵・写真・花・工芸品・
文芸作品などの 展示

文化芸能・歌・演奏・ダンス・
劇などのステージ発表

11月6日（日）開催日／
時間／ 10：00～15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール
出演料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

時間／ 9：00～17：00 
　　　※最終日は16時まで（予定）
場所／パレア若狭内（展示場所は後日連絡いたします）
出展料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）
応募締切／ 8月1日（月）

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

■書道教室「きらとも会」に通う小学1年生から
大人までの書道作品展です。各自、自由題材な
どを集中して仕上げました。ぜひご覧ください。

きらとも会 書作展

きらとも会　Tel:０７７０-62-1651

展示期間／

時間／ 9：00～20：00※最終日は１7：００まで

8月6日(土)～8月28日(日)
※火曜休館

■ウクライナの避難民を支援す
るため、チャリティー人形展を開
催します。おおい町出身の「杉本
泰子」さんの作品約３０点を展示・
販売します。チャリティーの収益
金は全額ウクライナへ寄付させ
ていただきます。皆さんの温かい
ご支援をよろしくお願いします。

チャリティー人形展

人形展に併せてウクライナの人々の現状につ
いて講演会を開催します。皆さんの参加をお
待ちしております。

食見直孝・礼子　Tel:０７７０-53-0690

9月4日（日）開催日／
時間／１４：００～１５：００
場所／パレア若狭　研修室Ａ
講師／谷川イリーナ（ウクライナ出身）夫妻
料金／無料　申込／不要

■美浜町立図書館と合同で開催します。図書
館のことや本のことを学び、専門的な知識を
得て、学校や家庭、地域で読書の楽しさやお
もしろさを伝える読書
リーダー「ジュニア司書」
の養成講座です。

ソ連では第二次世界大戦で１００万人をこえる
女性が従軍し、看護婦や軍医としてのみなら
ず兵士として武器を手にして戦った。しかし戦
後は世間から白い目で見
られ、自らの戦争体験をひ
た隠しにしなければならな
かった――。５００人以上の
従軍女性から聞き取りを
行い戦争の真実を明らか
にした、ノーベル文学賞作
家の主著をコミカライズ。 

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

図書館からのオススメ本
『戦争は女の顔をしていない』 全３巻
小梅 けいと/著
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ/原著

ジュニア司書養成講座

■幼児から高校生までの
ピアノ発表会です。ピアノ
独奏・連弾など心を込めて
演奏します。ぜひご来場く
ださい。

ドリームｉピアノコンサート

ドリームｉピアノ教室 井上　Tel:0770-52-0801

音楽ホール

場所／図書館リブラ館と美浜町立図書館　
内容／図書館ってどんなところ？から百科事典

の調べ方。読み聞かせの実践や、お気に
入りの本を紹介するビブリオバトルまで。

料金／無料（事前申し込みが必要です）
対象／町内小学校４～６年生

8月24日（水）～27日（土）
開催日／

主に午前中の４日間

若狭町の語り部 募集
■若狭町では「語り部」の活動を通じて、町を訪れる旅行者に町の魅力を紹介しています。
新たに語り部として活動していただける方を広く募集しています。町の観光や文化財等に関
心があり、その魅力を多くの人に紹介していただける意欲のある方をお待ちしております。

みかたの語り部
【募集対象】
　若狭町内に在住または勤務等する方で、
若狭町の歴史や文化等に興味を持ち、若
狭町を訪れた方への観光地案内にご協力
いただける方
【ガイド内容】
　主に、三方五湖やレインボーライン、
三方石観世音等、三方地域の観光ガイド
【その他】
　ガイド料支給あり（定額）

かみなかの語り部
【募集対象】
　若狭町内に在住または勤務等する方で、
若狭町の歴史や文化等に興味を持ち、若
狭町を訪れた方への観光地案内にご協力
いただける方
【ガイド内容】
　主に、重要伝統的建造物群保存地区「熊
川宿」等、上中地域の観光ガイド
【その他】
　ガイド料支給あり（定額）

詳しい活動内容については、事務局までお気軽に問い合わせください。

「真打ち競演」公開収録

■若狭町とＮＨＫ福井放送局は、
「真打ち競演」の公開収録を実
施します。この番組では、ベテ
ラン芸人による落語・漫才・漫
談の至芸をお楽しみいただき
ます。観覧をご希望の方は、下
記の要領でお申込みください。

開演／１3：0０
主催／ドリームiピアノ教室

8月7日（日）開催日／ 入場無料

ハート&アートフェスタ事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

会場／パレア若狭正面玄関付近
※区画の割り振りは、電源の使用を考慮し、事前
説明会において事務局案を提示したうえで決定し
ます。

出店資格／
出店規約を遵守する若狭町内に住所のある個
人・団体・グループ。ただし、18歳未満の方の
みでの出店やフリーマーケットを生業とする方
の出店は不可。

決定／事前説明会（9月下旬開催予定）の開
催案内通知をもって参加決定とします。

出店料／1,000円
※出店料の半額は、福祉関係団体に寄付します。

※出店規約等の詳細はお問い合わせください。

申込締切／ 8月12日(金)必着
※出店希望者多数の場合は抽選とさせていただく場
合があります。

会場／パレア若狭・若狭町歴史文化館

対象／中学生以上

●フリーマーケット
　出店者募集！

10月15日(土)・16日(日)開催日／

■ハート＆アートフェスタは、よりよい共生社
会の実現に向けて、一人ひとりの「好き」や「得
意」がほかの人の元気につながり、参加した
人が「誰か」や「何か」と出会える場づくりを
目指して開催するお祭りです。あなたの「好
き」や「得意」で、お祭りを盛り上げてみませ
んか？

フリーマーケットで地元特産品、リサイクル
品、手づくりの品などを販売し、「ハート＆アー
トフェスタ2022」を盛り上げてみませんか？

10月16日（日）日時／
9：30～15：00

●サポーター募集！
活動内容／子ども・お年寄り・障がいを持った
方などのサポート、ホワイエでの交流企画の
運営、会場内の案内
など

ハート&アートフェスタ2022
福祉と文化の祭典

※新型コロナウイルス感染状況によっては、出
店できる品目を制限させていただく場合があ
ります。

若狭町の語り部事務局（観光商工課内）　Tel:０７７０-４５-９１１１
mail：kankou@town.fukui-wakasa.lg.jp

音楽ホール

©武藤奈緒美

橘家文蔵 三遊亭萬橘

申込方法
郵便往復はがき（私製を除く）に、以下の必要事項を記入してお申込みください。
【往信用表面】〒461-8725 NHKエンタープライズ中部「真打ち競演（若狭町）」係
【往信用裏面】⑴郵便番号 ⑵住所 ⑶名前 ⑷電話番号 ⑸観覧希望人数（２人まで）
【返信用表面】⑴郵便番号 ⑵住所 ⑶名前
【返信用裏面】なにも記入しないでください（抽選結果を印刷します）
※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。
締切／ 8月10日(水)必着

9月9日（金）開催日／
開場／ 17：30　開演／ 18：00　終演予定／ 20：00
出演者／ゲスト：三遊亭萬橘、橘家文蔵　ほか
　　　　司　会：山口 瑛己アナウンサー（NHK福井放送局）
主催／若狭町  ＮＨＫ福井放送局

入場無料 ※要事前申込

出演者情報、申込に関する注意事項はNHK福井放送局HPをご覧ください。

ＮＨＫエンタープライズ中部　Tel:052-952-7381（平日／１０：００～１８：００）
ＮＨＫ福井放送局　ＨＰ:ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｎｈｋ.ｏｒ.ｊｐ/ｆｕｋｕｉ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍｌ　　パレア文化課　Tel:0770-62-2508

福井県伝統工芸品展

パレア文化課　Tel:0770-62-2508時間／9：00～20：00　入場無料　※最終日は17：00まで

展示期間／
9月10日(土)～24日(土)※火曜休館

■福井県には、経済産業省指定の伝統的工芸品として、越前
漆器、越前和紙、若狭めのう細工 、若狭塗、 越前打刃物、越
前焼および越前たんすの７品目があります。今回、パレア若狭
ギャラリーにおいて、７品目の創作活動をリードする若手職人

の作品展を開催します。
受け継がれてきた伝統的
な作品から、これまでに
ない新しいアイデアの作
品まで、新しい時代へと
つながる工芸品に出会え
ます。ぜひご覧ください。

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、NHKでは放送・イベント・配信
事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また、受信契約者情報との照合、受信料のお願
いに使用させていただくことがあります。

時間／ 9：00～20：00　入場無料

展示期間／
9月1日(木)～7日(水)※火曜休館

※最終日は15：00まで
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