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スポーツ推進委員とは

　若狭町スポーツ推進委員のみなさんはスポーツの振興を図るために活動されています。現在
はコロナ禍により、以前のような活動が出来ていませんが、コロナ収束後にむけ意欲的に計画を
立て準備をされています。今月号ではスポーツ推進委員の紹介をさせていただきます。

 “いつでも  どこでも    だれでも  いつまでも”
スポーツ推進委員の取り組み

若狭町教育委員会事務局　☎０７７０‒６２‒２７３１お問い合わせ

　前身となる体育指導員は、昭和３２年より地方スポーツの振興を図るため、この制
度が始まりました。昭和３６年にはスポーツ振興法が制定され、町教育委員会の体
育行事に協力したり、社会教育団体や職場などの体育活動に協力するため活動し
てきました。平成１１年には、それまで教育委員会からの任命となっていたのが委嘱
になり、さらに平成２３年には広い意味でのスポーツを対象とするスポーツ基本法が
制定され、スポーツ推進委員に名称が変わりました。
　主にニュースポーツ（オリンピックや国体の公式競技以外の競技）の普及を中心
に活動を行っており、町スポーツ行事では、競技の補助員などもしています。

もり    い         ひろ  いち

森井  宏一 さん（堤）委員長

小学校やサロンにおける「ボッチャ」の出張出前講座のようす

気軽に“いつでも どこでも”
年齢や男女を問わず“だれでも”

健康寿命の延伸を目指し“いつまでも”
楽しめるよう頑張っております。

興味のある方は教育委員会事務局までお問い合わせください。
ぜひ一緒に活動しましょう！

「ボッチャ」（他地域のスポーツ協会との交流）福井県で考案された「スティックリング」

「キンボール」（三方地区ニュースポーツ大会にて） 嶺南４町での研修会

インタビュー
若狭町スポーツ推進委員会では、平成１７年から「グラウンドゴ
ルフ」を推進しています。当会独自で親子大会も開催してきまし
た。平成３０年の福井国体では公開競技として盛り上がりました。
その後は「ボッチャ」に取り組んでいます。昨年のパラリンピック
の感動もあり、今後より普及に力を入れていこうと思います。

現在は、コロナ禍により思うように活動が出来ていませんが、収束してきたら出張出
前講座を開催し、地域への普及活動をしていきたいと思っています。
勉強会を重ねながらニュースポーツのさらなる普及を願い、また他市町との交流学習
会などを開催して準備を重ねております。

2 広報わかさ　2022年 9月号



スポーツ推進委員とは

　若狭町スポーツ推進委員のみなさんはスポーツの振興を図るために活動されています。現在
はコロナ禍により、以前のような活動が出来ていませんが、コロナ収束後にむけ意欲的に計画を
立て準備をされています。今月号ではスポーツ推進委員の紹介をさせていただきます。

 “いつでも  どこでも    だれでも  いつまでも”
スポーツ推進委員の取り組み

若狭町教育委員会事務局　☎０７７０‒６２‒２７３１お問い合わせ

　前身となる体育指導員は、昭和３２年より地方スポーツの振興を図るため、この制
度が始まりました。昭和３６年にはスポーツ振興法が制定され、町教育委員会の体
育行事に協力したり、社会教育団体や職場などの体育活動に協力するため活動し
てきました。平成１１年には、それまで教育委員会からの任命となっていたのが委嘱
になり、さらに平成２３年には広い意味でのスポーツを対象とするスポーツ基本法が
制定され、スポーツ推進委員に名称が変わりました。
　主にニュースポーツ（オリンピックや国体の公式競技以外の競技）の普及を中心
に活動を行っており、町スポーツ行事では、競技の補助員などもしています。

もり    い         ひろ  いち

森井  宏一 さん（堤）委員長

小学校やサロンにおける「ボッチャ」の出張出前講座のようす

気軽に“いつでも どこでも”
年齢や男女を問わず“だれでも”

健康寿命の延伸を目指し“いつまでも”
楽しめるよう頑張っております。

興味のある方は教育委員会事務局までお問い合わせください。
ぜひ一緒に活動しましょう！

「ボッチャ」（他地域のスポーツ協会との交流）福井県で考案された「スティックリング」

「キンボール」（三方地区ニュースポーツ大会にて） 嶺南４町での研修会

インタビュー
若狭町スポーツ推進委員会では、平成１７年から「グラウンドゴ
ルフ」を推進しています。当会独自で親子大会も開催してきまし
た。平成３０年の福井国体では公開競技として盛り上がりました。
その後は「ボッチャ」に取り組んでいます。昨年のパラリンピック
の感動もあり、今後より普及に力を入れていこうと思います。

現在は、コロナ禍により思うように活動が出来ていませんが、収束してきたら出張出
前講座を開催し、地域への普及活動をしていきたいと思っています。
勉強会を重ねながらニュースポーツのさらなる普及を願い、また他市町との交流学習
会などを開催して準備を重ねております。

3広報わかさ　2022年 9月号



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!

フィットネス パレア若狭　Tel:0770-62-2507

9月23日（金・祝）、２４日（土）開催日／

福井県伝統工芸品展

ワークショップ（体験）
～伝統工芸士が教える包丁研ぎと小物づくり～

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

時間／１回目（13:00～）　２回目（14:00～）　３回目（15:00～）
　　　両日とも
場所／パレア若狭  ギャラリー
品目／越前打刃物

体　験：包丁研ぎ
参加料：無料
定　員：２名／回
持ち物：家庭にある切れなくなった包丁
講　師：岩井  丈（いわい  たけし）

　　　越前タンス
体　験：時計づくり・ミニカーづくり・
　　　  その他（マグネット・コースターなど）
参加料：時計づくり　　　１,０００円
　　　  ミニカーづくり　　５００円
　　　  その他　　　　　 ３００円
定　員：時計づくり　　　２名／回
　　　  ミニカーづくり　 ２名／回
　　　  その他　　　　  ２名／回
講　師：山口  祐弘（やまぐち  ゆうこう）
　　　  山口  直子（やまぐち  なおこ）

申込み／８月１５日（月）９：００～（先着順）

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

会場／パレア若狭・若狭町歴史文化館
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？

●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、会場

内の案内　など
対象／中学生以上

ハート&アートフェスタ2022福祉と文化の祭典

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

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などの
ステージ発表

時間／ 10：00～16：00（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。

若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508

書道・絵・写真・花・工芸品・
文芸作品などの 展示

時間／ 9：00～17：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内（展示場所は後日連絡いたします。）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

ワークショップ

時間／ 9：00～16：00（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／

詳細調整中。詳細や申し込み方法等は、9月
配布の文化祭チラシでご確認ください。

若狭町文化祭 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.24

大鳥羽遺跡の
有樋式石剣（大鳥羽）

図書館からのオススメ本
『91歳のユーチューバー』
道場 六三郎/著

にじいろのおはなし会

9月24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

大鳥羽集落の東側に所在する弥生時代中後
期の遺跡が大鳥羽遺跡です。住居跡など詳し
い情報は不明ですが、１９７３年に有樋式石剣
が出土しました。この石剣は名前にもあるよ
うに樋のような溝と孔をもち、朝鮮半島に由
来する青銅製品をまねてつくられたものとさ
れています。鳥羽谷に早い時代から外来の文
化が伝わっていたことを示す珍しい遺物です。

あの伝説的料理対決番組「料理の鉄人」に登
場したのは、道場さんが60歳を過ぎた頃。初
代「和の鉄人」としてその名を轟かせました。
その道場さんが30年の時を経て、ユーチュー
バーとして復活!家庭料理を楽しむ極意や91
歳まで現役を続けられるヒントなどの読み物も
満載。

7月21日（木）～9月30日（金）
開催日／

■8月3日（水）から若狭三方縄文博物館と福
井県年縞博物館で開催する特別展「掘る!未
知の世界を拓く掘削技術」を記念して「シマシ
マにドキドキ」が開かれます。

シマシマにドキドキ

■レインボーライン、YUMI　KATSURA　
MUSEUM  WAKASA、福井県年縞博物館、
若狭三方縄文博物館の4施設にて各施設のポ
スター展示などを行っております。
1施設を利用した際に他の3施設をお得に入
館できる割引券を入手することが出来ますの
で、各施設の展示ブースをご覧ください。

若狭地方の4施設が連携した
周遊促進企画スタート

9月18日（日）開催日／
●学芸員による特別展ガイドツアー
1回目　10：00～12：20
2回目　15：00～16：20　
※事前申込要、定員各10名　申込は福井
県年縞博物館までご連絡ください。

●SNSキャンペーン
各館の受付スタッフにInstagramの投稿画
面をご提示頂くと
オリジナルクッキープレゼント
（各館先着50名）
●縄文ロマンパークで宝探し
縄文ロマンパークを散策しながら、クイズ
を探してみよう。
クイズの答えを各館の受付スタッフへ回答
するとオリジナルグッズをプレゼント
●縄文博物館にて勾玉づくり体験
縄文人になりきって、勾玉をつくろう。
10：00～15：00
（予約不要/入場料と別途300円）
●café縞
特別展期間限定メニュー「掘るかき氷」が
新登場します。

橘家文蔵

若狭めのう細工 越前打刃物

越前タンス

三遊亭萬橘

「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。下記の日程で放送されますのでぜひお聴きください。

■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、越前焼および越前タン
スの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。

放送予定／ＮＨＫラジオ第1放送（全国放送／国際放送）
　　　　　【1本目】10月8日（土）午後1時05分から午後1時55分
　　　　　【2本目】10月15日（土）午後１時05分から午後1時55分

※「らじる★らじる」のアプリから「聴き逃しサービス」（放
送日から１週間）をお聴きいただけます。

出演者／ゲスト：エド山口（ギタージョッキー）、コント山口くんと竹田
くん（コント）、三遊亭萬橘（落語）、 橘家文蔵（落語）、のだ
ゆき（音楽パフォーマンス）、柳家わさび（落語）（五十音順）

　　　　司会：山口 瑛己アナウンサー（NHK福井放送局）
公開収録／ 9月9日（金）午後6時から　パレア若狭音楽ホール
　　　　　※観覧募集は終了しました。

重田美幸音楽教室　Tel:090-3290-9302

■ｐｆミュージックの発表会、卒業生によるピアノ演奏もあります。
お気軽にご来場ください。

開場／１3：0０　開演／１3：3０
9月25日（日）開催日／ 入場無料

第60回  pfミュージックコンサート
ピアノフォルテ

◇ストレス・運動不足を解消したい方
◇シェイプアップ（脂肪燃焼）したい方
◇膝・腰などの関節が痛い方
◇筋力をつけたい方…など

■お客様の目的に合った
運動プログラムをミズノト
レーナーがサポートいたし
ます。
ぜひご体験ください!
先着20名様限定!
期間／ 8月末まで

1か月体験イベント実施中!

音楽ホール

■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

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

©武藤奈緒美

ゆう    ひ    しき   せっ   けん

若狭三方縄文博物館

歴史文化課　Tel:0770-45-2270
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文芸作品などの 展示

時間／ 9：00～17：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内（展示場所は後日連絡いたします。）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

ワークショップ

時間／ 9：00～16：00（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／

詳細調整中。詳細や申し込み方法等は、9月
配布の文化祭チラシでご確認ください。

若狭町文化祭 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.24

大鳥羽遺跡の
有樋式石剣（大鳥羽）

図書館からのオススメ本
『91歳のユーチューバー』
道場 六三郎/著

にじいろのおはなし会

9月24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

大鳥羽集落の東側に所在する弥生時代中後
期の遺跡が大鳥羽遺跡です。住居跡など詳し
い情報は不明ですが、１９７３年に有樋式石剣
が出土しました。この石剣は名前にもあるよ
うに樋のような溝と孔をもち、朝鮮半島に由
来する青銅製品をまねてつくられたものとさ
れています。鳥羽谷に早い時代から外来の文
化が伝わっていたことを示す珍しい遺物です。

あの伝説的料理対決番組「料理の鉄人」に登
場したのは、道場さんが60歳を過ぎた頃。初
代「和の鉄人」としてその名を轟かせました。
その道場さんが30年の時を経て、ユーチュー
バーとして復活!家庭料理を楽しむ極意や91
歳まで現役を続けられるヒントなどの読み物も
満載。

7月21日（木）～9月30日（金）
開催日／

■8月3日（水）から若狭三方縄文博物館と福
井県年縞博物館で開催する特別展「掘る!未
知の世界を拓く掘削技術」を記念して「シマシ
マにドキドキ」が開かれます。

シマシマにドキドキ

■レインボーライン、YUMI　KATSURA　
MUSEUM  WAKASA、福井県年縞博物館、
若狭三方縄文博物館の4施設にて各施設のポ
スター展示などを行っております。
1施設を利用した際に他の3施設をお得に入
館できる割引券を入手することが出来ますの
で、各施設の展示ブースをご覧ください。

若狭地方の4施設が連携した
周遊促進企画スタート

9月18日（日）開催日／
●学芸員による特別展ガイドツアー
1回目　10：00～12：20
2回目　15：00～16：20　
※事前申込要、定員各10名　申込は福井
県年縞博物館までご連絡ください。

●SNSキャンペーン
各館の受付スタッフにInstagramの投稿画
面をご提示頂くと
オリジナルクッキープレゼント
（各館先着50名）
●縄文ロマンパークで宝探し
縄文ロマンパークを散策しながら、クイズ
を探してみよう。
クイズの答えを各館の受付スタッフへ回答
するとオリジナルグッズをプレゼント
●縄文博物館にて勾玉づくり体験
縄文人になりきって、勾玉をつくろう。
10：00～15：00
（予約不要/入場料と別途300円）
●café縞
特別展期間限定メニュー「掘るかき氷」が
新登場します。

橘家文蔵

若狭めのう細工 越前打刃物

越前タンス

三遊亭萬橘

「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。下記の日程で放送されますのでぜひお聴きください。

■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、越前焼および越前タン
スの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。

放送予定／ＮＨＫラジオ第1放送（全国放送／国際放送）
　　　　　【1本目】10月8日（土）午後1時05分から午後1時55分
　　　　　【2本目】10月15日（土）午後１時05分から午後1時55分

※「らじる★らじる」のアプリから「聴き逃しサービス」（放
送日から１週間）をお聴きいただけます。

出演者／ゲスト：エド山口（ギタージョッキー）、コント山口くんと竹田
くん（コント）、三遊亭萬橘（落語）、 橘家文蔵（落語）、のだ
ゆき（音楽パフォーマンス）、柳家わさび（落語）（五十音順）

　　　　司会：山口 瑛己アナウンサー（NHK福井放送局）
公開収録／ 9月9日（金）午後6時から　パレア若狭音楽ホール
　　　　　※観覧募集は終了しました。

重田美幸音楽教室　Tel:090-3290-9302

■ｐｆミュージックの発表会、卒業生によるピアノ演奏もあります。
お気軽にご来場ください。

開場／１3：0０　開演／１3：3０
9月25日（日）開催日／ 入場無料

第60回  pfミュージックコンサート
ピアノフォルテ

◇ストレス・運動不足を解消したい方
◇シェイプアップ（脂肪燃焼）したい方
◇膝・腰などの関節が痛い方
◇筋力をつけたい方…など

■お客様の目的に合った
運動プログラムをミズノト
レーナーがサポートいたし
ます。
ぜひご体験ください!
先着20名様限定!
期間／ 8月末まで

1か月体験イベント実施中!

音楽ホール

■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

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

©武藤奈緒美

ゆう    ひ    しき   せっ   けん

若狭三方縄文博物館

歴史文化課　Tel:0770-45-2270
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　これまで行ってきた成人式が「若狭町二十歳のつどい」に生まれ変わります。実行委員になって、皆さんのアイデアで、一
生に一度のイベントを作ってみませんか？
　実行委員に応募していただける方は、電話またはメールにて教育委員会事務局までご連絡ください。
■対　象　者：平成１４年４月２日生～平成１５年４月１日までの生まれで、若狭町立中学校を卒業された方、もしくは若狭町

に住民登録のある方
■活 動 内 容：式典等の企画・運営・準備、月１回程度の会議
■式典開催日：令和５年１月８日（日）午前１１時～（１０時３０分受付開始）
■式典開催場所：パレア若狭

問い合わせ 福井県司法書士会　
☎0776-43-0601　FAX 0776-43-0608
http://www.fukuishiho-shoshi.or.jp/

“ 司法書士による無料相談会を実施します ”　不動産の相続や売買など投機に関することをはじめ、
借金に関すること、成年後見人に関すること、その他訴
訟に関することなど、様々な相談をお受けします。
■日　時：令和4年10月1日（土）10時～ 16時
■場　所：敦賀市西公民館（敦賀市三島町2-19-8）
　　　　　小浜商工会議所（小浜市大手町5-32）
■相談料：無料
■予　約：予約（完全）が必要です

問い合わせ 小浜簡易裁判所　☎0770-52-0003

“ 無料調停相談会（予約不要） ”　金銭・土地などの民事紛争や離婚・相続などの家事紛
争について、調停手続きの相談に応じます。 
■日　時：令和4年10月1日（土）10時～ 15時
■場　所：小浜市文化会館
■担　当：小浜調停協会　民事・家事調停委員
※秘密は厳守します

令和５年「若狭町二十歳のつどい」実行委員募集中!!
は     た     ち

問い合わせ （公財）福井県生活衛生営業指導センター
☎0776-25-2064

　標準営業約款制度は消費者（利用者）を擁護するた
めに、設備、損害賠償保険等について厚生労働大臣認
可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、
「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般
飲食店」で、店頭にSマークを掲げています。登録店は、
安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店です。

“ 「Sマーク」標準営業約款制度の
　　　　　  お店を利用しましょう ”

厚生労働大臣認可

教育委員会事務局　☎0770-62-2731
E-mail  kyoiku@town.fukui-wakasa.lg.jp

問い合わせ

情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします
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