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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。
次世代につながる創造的な地域づくりのためには、
お互いを生かしあえるよう、隣人を、
自分を、

知ること・知ろうとすることが出発点です。
今年はイベントの規模を大幅に縮小し展示を中心として開催いたします。

だれにとっても住みやすい地域（若狭町）づくりを
感じる・考えるお祭り「ハート＆アートフェスタ」にご来場ください。
※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。)

お問い
合わせ
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ハート＆アートフェスタ2020実行委員会
TEL.0770ｰ62ｰ2508

これまでのハート＆アートフェスタとの変更点
企画展示を中心としたイベントとなります。
密を回避してより多くの方にみていただけ
るように展示期間を1週間延長して展示し
ます。

チャリティーフリーマーケットでの焼鳥、た
こ焼きなどの軽食の販売をおこないません。
音楽ホールでの人権映画の上映、伝統文化
のつどいの公演など、大人数が集まるイベ
ントをおこないません。

新型コロナウイルス感染症対策に伴うご協力のお願い
当日に発熱や風邪の症状がみられる場合
はイベントの参加をお控えください。
受付を設置し検温、体調の確認、手指の消
毒、連絡先の収集をさせていただきます。
混雑緩和のため、事前にプログラムチラ
シ裏面の連絡先等記入票へ必要事項を記
入しご持参ください。
来場者数により入場制限を行うことがご
ざいます。

イベント参加中のマスクの着用、咳エチ
ケット、館内設置の消毒液や手洗い場で
のこまめな手指の消毒、ソーシャルディ
スタンスの確保など、ご自身での感染予
防に努めて頂きますようお願いします。
スマートフォンをお持ちの方は厚生労働
省が提供している新型コロナウイルス接
触確認アプリ（COCOA）の利用をお願い
します。

その他、感染症対策にご協力をお願いします。

だれでもライブ 出演者募集中！

サポーター募集中です！

今年は 3 密回避のためライブ配信で行います。
詳しくはP5をご覧ください。

実行委員会ではスタッフとして
運営に携わってくださる方を募集しています。

展示企画
・きらりアート展
・認知症啓発パネル展示
・ふれあい交流まつり

体験企画

第11回
きらりアート展
場所

展示
期間

・オリジナル

パレア若狭
ギャラリー

エコバックを作ろう

令和2年
10月15日㈭〜26日㈪
火曜休館

・デイサービス作品展
・
【映像放映】伝統文化のつどい
・歴史文化館サポーターパネル展示
・若狭東地区更生保護
女性会活動パネル展 など

・勾玉作り体験
・おもちゃの病院 など

福祉車両の運行

福祉車両による送迎を行います。
台数の関係上、乗車できる方は限られますが、
身体に障がいがあったり、家族や近隣の方による
送迎がより困難な方を優先して送迎します。

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。
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ドキ! DOKI! 情報局
令和2年度住民主体の文化創造支援事業

ロマンティックギターの神髄

音楽ホール

新春！上方落語会

（土）
日
10月31 発売
チケット

〜2台の19世紀ギターによる〜

露の新治

主催／ Tミュージックファクトリー

開催日／

10月11日
（日）

開演／ 14：00

出演／谷内直樹、長谷川郁夫
料金／ 2,000円

笑福亭鶴笑

■新春を慶ぶバラエティ豊かな内容の寄席公演をお届けします！
若手の精鋭から実力派の師匠まで、聴きごたえ満点の落語。

奇想天外なパペット落語に、お正月を彩る華やかな太神楽も加わって、
生ならではの演芸の魅力を存分にご体感ください！
開催日／

プログラム
モーツァルト
「フィガロの結婚」より
「楽しい思い出はどこに」 ほか

主宰：高木一美

共催／若狭町
Tミュージックファクトリー
Teｌ
：090-3765-4813

1月30日
（土）

開演／ 14：00
開場／ 13：30

出演／露の新治、

笑福亭鶴笑、

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

豊来家社中、
桂華紋

料金／一般：2,000円
高校生以下：1,000円

Fukui Art Baton

左：ラッキー舞、
右：豊来家一輝

オーケストラ
コンサートin若狭

主催／若狭町

後援／福井新聞社

桂華紋

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■芸術文化をより身近に感じてもらうため

の芸術文化イベント「Fukui Art Baton」

美方高等学校生

ランチタイムミニコンサート
in若狭町役場（仮称）

オー ケストラと

出演はセントラル愛知交響楽団コンサートマスター寺田史人を中心に

の音楽監督を務める福井県出身の指揮者

「小松長生」とセントラル愛知交響楽団に

よるオーケストラコンサートを開催します。

■若狭町初！役場のフロアで気軽なミニコンサートを開催。

徒による合唱と

結成された「寺田弦楽四重奏団」
、司会進行は Fukui Art Baton音

の共演もお見逃

楽監督に就任した 福井が誇る指揮者「小松長生」
。贅沢なお昼休みの

しなく！

開催日／

11月8日
（日）

開場／ 14：00
開演／ 14：30
料金／ 500円

※未就学児入場
不可
※全席指定
チケット発売中

Fukui Art
Batonの
詳細はこちら

主催／福井県

美方高校合唱部

プログラム
・モーツァルト
アイネクライネナハトムジークより
第１楽章
・
「日本の歌メドレー」
（茶摘み、雪、故郷 他）
、
小松長生作曲「新福井県民歌」
・ディズニーメドレー 他

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
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ひとときを過ごしてみませんか？

開催日／

11月9日
（月）

開演／ 12：15（予定）

料金無料、申し込み不要

会場／若狭町役場三方庁舎１階
プログラム
・リベルタンゴ
・スタジオジブリ／久石譲メドレー
・ディズニーメドレー 他
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

福祉と文化の祭典

若狭町文化祭
2020

だれでもライブ2020

今年ステージに立てていないみなさん
舞台でスポットライトを
浴びてみませんか？

■今年は、無観客で「出演者のみの演奏会＋
ライブ配信」で準備中。

どんな人が出られるの？

歌、演奏、語り、踊り、本読みなどステージで
やってみたいことがある人

下記の日程で、
今年も文化祭を開催予定です。
新型コロナウイルスに対する対策を検討しな

がら、若狭町の文化活動を継続させたい・発展

させ続けたい思いで、準備をすすめています。
町民のみなさまのご協力と応援を、どうぞよろ

しくお願いいたします。
（文化協会役員一同）

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などのステージ発表
開催日／

11月1日
（日）

時間／ 10：00〜15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール

書道・絵・写真・花・工芸品・文芸作品などの 展示
開催日／
開催日／

10月18日
（日）

開演／ 14：00

※開演時間は、出演者との調整に

より、変更する場合があります。
当日配信のURLほか、詳しくは

パレア若狭HPで、ご確認ください。

応募締め切り／ 10月5日（月）
会場／パレア若狭音楽ホール
参加費／無料
申し込み

「だれでもライブ」実行委員会
（パレア文化課内 ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局）Tel:0770-62-2508

0770-47-5363

にじいろのおはなし会
■ 図 書 館リブ ラ

館こどもひろばに

て、毎月第４土曜
日 14：00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。
開催日／

10月24日
（土）

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

10月30日（金）〜11月1日（日） 図書館からのオススメ本

時間／ 9：00〜18：00
※最終日は16時まで（予定）
会場／パレア若狭内

『いっしょにいってもいい？』

ブライアン・パッテン/文 ニコラ・ベイリー /絵
なるさわ えりこ/訳

ある日、とっても小さなネズミが「世界でい

ワークショップ
開催日／

若狭町立図書館 リブラ館

11月1日
（日）

時間／ 9：00〜16：00（予定）
内容／多肉植物寄せ植え教室、囲碁教室、
木工教室

ちばん大きな生き物」を探すためのとっても

大きな冒険にでかけました。その旅の道中で
出会うのはさまざまな鳥や動物たち。美しい

羽のカワセミも、ひなたぼっこをしていたネコ

も、木に登っていたヤギも、ほかのいろんな

詳細は、広報と同時配布の文化祭チラシでご
動物たちも、
「世界でいちばん大きな生き物」
確認ください。
は誰なのかを知るためネズミと一緒に出発し
※図書館パレア館では、おはなし会を同日開催。
ます。

問い合わせ

素 晴らしい 出

会いの先にある

若狭町文化協会事務局（パレア文化課内）
Tel:0770-62-2508

第１１回きらりアート展
■“きらりアート展” は福井県内の障がい者及
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。
展示期間／

10月15日
（木）
〜26日
（月）※火曜休館
時間／ 9：00 〜 20：00

場所／パレア若狭ギャラリー
入場無料
今年度は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。

若狭町歴史文化館

に 感じて み てく
ださい。

第３６回企画展

あの頃の風景と暮らしⅣ
ふるさと

〜故郷の懐かしい写真を再び〜
１０年前に始まった若狭町の古写真デジタル化

のプロジェクト。これまで、町民の皆様からご
提供いただいた写真約１３００点の中から厳選

写真でたどる

No.3

若 狭 町 の 歴 史 遺 産

えん じょう じ

した懐かしい風景や暮らしを伝える写真をご

円成寺のみかえりのマツ

思いをはせていただければ幸いです。

若狭町岩屋円成寺には、第十一世淳長和尚お
手植えの松といわれる、大きなクロマツがあ
ります。
「何度も振り返りながら見てしまう」
「枝
が何度も折れ曲がりながら伸びている」の２
つの意味から「みかえりのマツ」と呼ばれ親
しまれています（福井県指定天然記念物）
。

覧いただきます。それぞれに懐かしい時代に

展示期間／

10月1日（木）〜12月27日（日）火曜休館

時間／ 9：00 〜 17：00 ※最終入館は16：30まで
入館料／無料

瓜生小学校旧校舎
Tel:0770-62-9005

ひネズミと一 緒

若狭町歴史文化館

会場／若狭町歴史文化館

若狭町社会福祉協議会

最高に満ち足り

た 気 持 ち を、ぜ

若狭町歴史文化課

企画展示室

津田洋治氏所蔵
Tel:0770-45-2270

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。
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みんなで乗ろう！
デマンドタクシー
通院や買

デマンドタクシーとは
運

わくわく
タクシー

町内を運行する乗り合いタクシーです。
ご自宅付近までお迎えに伺い、目的地までお送りします。

1回の乗車につき500円
（往復1,000円）

賃

い物に！

→相乗りすると300円（往復600円）
（小学生、身体障害者手帳1、2級所持者、療育手帳所持者は200円

ぜひ、お近くの方と
誘いあって
ご利用ください。

身体障害者手帳1、2級所持者の介助者も1人目までは200円、幼児無料）

運行時間

平日7時30分から17時00分（土・日・祝・12月29日〜 1月3日は運休）

運行エリア

町内（海山〜常神を除く）を運行します。※町外への移動はできません。

乗 り 方

1

事前登録

初回利用の前に利用者登録が必要です。

登録用紙を若狭町政策推進課または上中サービス室までご提出ください。
FAXまたは郵送の場合は政策推進課までお送りください。 〒919 1393 若狭町中央1 1 FAX 0770 45 1115

2

お電話またはインターネットにてご予約ください。
行きの予約時に帰りの予約もできます。

予約

電 話 予 約
電話予約は
コチラから

☎0770 32 0909
受付時間

平日7時30分〜 17時

（土・日・祝・12月29日〜 1月3日はお休み）
※予約受付は1週間前から60分前までになります。

インターネット予約
インターネット
予約はコチラから

URL http://bit.ly/2DFaFwv

※予約受付は1週間前から24時間前までになります。

町営バスと乗り継ぎができます！
デマンドタクシー対象エリアと対象外エリア（海山、塩坂越、遊子、小川、
神子、常神）
との行き来で、町営バスとデマンドタクシーを乗り継ぐ場合は、
合わせて片道500円でご利用できます。乗継場所は「三方駅」になります。
乗り継ぎ方法
①町営バスとデマンドタクシーのうち、先に乗車した方に500円お支払い
いただきます。その際、運転手に乗り継ぎする旨を伝え、
「乗継乗車券」
をもらってください。
②町営バスとデマンドタクシーのうち、後に乗車した方の運賃の代わりに
「乗継乗車券」を渡してください。

お問い合わせ
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政策推進課 TEL 0770-45-9112

2020年 10月号

24時間受付

ご注意いただく点
介助の必要な方は、介助者に同乗いただくか介
護タクシー等をご利用ください。
乗り合いタクシーなので、ほかの乗客と乗り合
うことや迂回することがあります。
予約状況により、希望時刻のご意向に沿えない
場合があります。

