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暑い季節になりました
テレビも地デジ化になりました
（ とばっ子保育園 ）
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電 力が不足する
3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響によ
り、発電所の一部が停止しているため、今年の
夏は全国規模での電力不足が心配されています。
電力不足を回避するためには、一人ひとりが
ライフスタイルを見直し、オフィスや事業所、
飲食店や小売店、そして地域や家庭でも節電に
取り組む必要があります。

福井県では、10%以上の消費電力節電を目標
に取り組みを進めています。

節
電 をはじめよう
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電 力需要の現状
■ 1 日の消費電力の動向
下表のとおり、9 時から 20 時の時間帯の消費電力が高くなっています。その中でも 13 時から 15 時
の時間帯が高いようです。
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（資源エネルギー庁資料を参照）

■ 特に需要が高くなる 14 時の時間帯の消費電力の割合
気温が上がる 14 時前後は、エアコンの需要が高まります。これは家庭でも、オフィスや店舗・学校
などでも同じような割合です。また、20 時前後になるとテレビや照明の割合がぐんと上がりますが、
それでもエアコンの割合は 40%を超えます。
家庭での消費電力の割合
待機電力
温水洗浄便座
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パソコン
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（資源エネルギー庁資料を参照）

電 気は貯めておけないの ?
■「余った電気を貯めておいて、足りない時に使えないの ?」

電力会社は、消費者から求められる電気の量（需要）に対して、発電する電気の量（供給）を一瞬一
瞬、臨機応変に合わせているため、電力会社の供給能力を超えて消費者へ提供することはできません。
また、たくさんの電気を作って貯めておくことは、充電池や蓄電池などもありますが、これらは基本
的に電気エネルギーを化学エネルギーに変換して貯める小型の仕組みです。そのため、大容量の電気を
貯めておくことは、現在はできないようです。

電 気の単位を教えて
■「ニュースで「kw」や「kwh」って使われるけど、一体何を表しているの ?」
電気の世界で、「kw」（キロワット）というのは、その瞬間に発電・消費する電気の量を表す単位と
して使われています。対して、「kwh」（キロワットアワー）は、キロワット時とも呼ばれ、時間あたり
の発電・消費する電気の総量の単位として使われています。車で例えると、kw ＝「車の速さ」、kwh ＝「車
で進んだ距離」となります。
広報わかさ 2011 年 8 月号
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身近なとこからはじめよう

家庭での節電対策

自分でチェックしてみよう。

壁から離して配置しよう。

エアコン

壁にぴったりつけてしまうと、放熱が出来ずに

夏のピーク時間で最も大きな消費電力を占めるエア

電気をたくさん消費します。冷蔵庫は周囲の壁

コン。設定温度を高めにしたり、扇風機を積極的に

に接しないよう空間をとるようにしましょう。

使うと効果的です。

熱いものは冷ましてから入れよう。

室温は 28℃を目安にしよう。

いきなり熱いものを入れると庫内の温度が上が

設定温度は高めにして、ドア・窓の開閉を少な

り、設定温度まで下げるために電気をたくさん

くしましょう。

消費します。ある程度冷ましてから冷蔵庫へ入

“ すだれ ” や “ よしず ” などで日差しを
カットしよう。

れましょう。

窓からの日差しを和らげることで、冷房効率が

テレビ

アップします。カーテンやブラインドでも可。

見ないときは消そう。

無理のない範囲でエアコンを消して、
扇風機を使おう。

少しの時間でもこまめに消す習慣をつけましょ

エアコンの代わりに扇風機を使用することで、
大幅な節電につながります。ただし、エアコン

省エネモードに設定し、画面の輝度も
下げよう。

の控え過ぎによる熱中症などには気をつけて、

音を大きくしたり、画面の輝度を上げるとたく

無理のない範囲にしましょう。

さんの電気を消費します。省エネモードに設定

フィルターはこまめに掃除しよう。

することで、電気の消費を抑えることができま

フィルターの目詰まりは、エアコンの効率を悪

す。

くします。こまめに掃除することが節電につな

こまめな掃除で画面を明るくしよう。

う。

き

がります。

ど

テレビが暗いと感じたら、輝度を上げるのでは

冷房は、必要な場所に必要な時だけ。

なく、まず画面を掃除します。静電気の影響で

お出かけ前は早めに切ったり、タイマーを上手

ホコリがたまりやすいので、こまめに掃除しま

に使うと効果的です。家族が 1 か所に集まって

しょう。

過ごすのも、有効な節電の 1 つです。

主電源オフを習慣にしよう。
寝る前や外出時は、主電源を切ってください。

冷蔵庫

ビデオやゲーム機の主電源を切ることも効果的

エアコンの次に電力を消費している冷蔵庫。設定温

です。旅行などで長期間外出するときには、コ

度の変更や仕様方法を工夫して使うと効果的です。

冷蔵庫の設定を「強」から「中」にしよう。
設定を「強」から「中」にするだけで節電効果

ンセントからプラグを抜きましょう。

照

明

があります。ただし、庫内の温度は上昇するた

こまめに消灯しよう。

め、食品の傷みには注意しましょう。

日中はこまめに消灯し、照明をできるだけ減ら

つめ込み過ぎに注意しよう。
つめ込み過ぎず、食品をコの字型に置きます。

してください。家族が 1 か所に集まって過ごし、
誰もいない部屋の照明は消しましょう。

そうすることで、探し物を見つけやすくし、ド

こまめな掃除でいつも明るくしよう。

アの開閉時間も短くなります。しかも冷気の循

電球にほこりがたまっていると明るさが落ち

環により効率良く冷やせます。

てしまいます。1 週間に 1 度は電球と一緒にカ

ドアの開閉は、回数も時間も少なく。

バーも拭いてみましょう。

買い物から帰ってきたら、まず、冷蔵庫や冷凍

照明器具を取替えてみよう。

庫のどこへ入れるものか分類してから詰めるこ

白熱電球を、電球型蛍光ランプや LED 電球に

とも効果的です。

取り替えると大きな節電効果があります。

4 広報わかさ 2011 年 8 月号

その他
「温水洗浄便座」便座暖房のオフ。

「掃除機」大きなゴミは拾う。

便座保温・温水のオフ機能、タイマー節電機能

大きなゴミがホースやフィルターに詰まってし

があれば利用してください。

まうと、吸引力が落ちるだけではなく、故障の

「炊飯器」長時間保温は避けよう。
保温するのは 4 時間が目安です。早朝に 1 日
分をまとめて炊いて、冷蔵庫に保存します。

原因にもなります。

「洗濯機」まとめ洗いをしよう。
わずかな量の洗濯物で洗濯機を使うのは非効率

「食器洗い乾燥機」食器はまとめて洗う。

です。できるだけまとめて洗うようにしましょ

少しの食器で洗うと洗剤や水を余分に使うほ

う。ただし、洗濯物を入れすぎると、回転が悪

か、洗う回数が増えると電気をたくさん消費し

くなり十分な洗浄ができません。洗濯機の能力

ます。ある程度まとめて洗うと効率的です。

に合った量にしましょう。

「掃除機」かける前に部屋の整理整頓。

「全体」待機電力を減らそう。

部屋を整理整頓することで、一気に掃除機をか

リモコンの電源ではなく、本体の主電源を切り

けることができ、使用時間を短くすることがで

ましょう。また、長時間使わない機器は、コン

きます。

セントからプラグを抜くようにしましょう。

「掃除機」ゴミパックの取替え。

「全体」使う時間をシフトしよう。

ゴミパックがいっぱいになってしまうと、吸引

平日 9 時～ 20 時（主に 13 時～ 15 時）は電

力が下がってしまいます。ゴミの吸い取り口や

力の使用が多い時間帯です。タイマー機能を活

ローラーの掃除もこまめにしましょう。

用して、他の時間にシフトしましょう。

節電にあたっての注意
「無理のない範囲で節電しましょう」
猛暑の中、いくら節電を頑張っても熱中症になって
いては、元も子もありません。こまめな水分や塩分補
給のほかに、適度にエアコンや扇風機を使った温度調
整も必要です。また、暑さの感じ方は人によって異な
ります。自分は大丈夫でも、周りの方は体調が悪いか
もしれません。
「無駄」はいけませんが、
「無理」もいけません。節
電対策を意識し過ぎて、熱中症予防や対策を忘れない

大正生まれのつぶやき
「
（前略）私は昭和 17 年に福岡県の大野浦炭鉱
で働いていたことがある。当時、汽車は石炭で
走り、バスは薪で走り、我が家も薪と木炭で生
活をしていた。山の恵みも多く、電灯の代わり
に櫨（はぜ）の実でロウソクを作ったり、山に降っ
た雨水を利用した水力発電など自然の恵みで国
民が生活をしていた。
また、西田村だけでも、数千俵の桐の実油を
出荷していたと聞く。これは全て家庭の灯火で
あった。私は今でも山の恵みが懐かしい。
（後略）
」

ように注意しましょう。
これは、成出に住む赤尾良平さんからいただい
さ

ぎ

「“ 節電 ” と称した詐欺に注意しましょう」
電力会社の社員などと名乗り、高額な節電機器の
あっせんや販売、電圧測定による現金要求など、
「節電」
を利用した悪質な詐欺なども発生しています。
電力会社や関係会社の社員は、従業員証明書など身
分を証明するものを携行しています。
まずは、従業員証明書の提示を求め、おかしいと思っ
たら、すぐに警察へ通報するなどしてください。

た手紙です。
「節電」というと、どこか「我慢」を強いられて
いる感覚になりますが、不要なものを求めない生
活をするだけで、ずいぶん変わるはずです。
県でもクールライフプロジェクトとして「昼涼
み」や「一斉打ち水」などを、昔ながらの夏の過
ごし方を提唱しています。
「我慢して節電」ではなく、「楽しみながら節電」
を試してみませんか。
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まちの
の話題
▼

オリジナル名刺で自己紹介

※広報紙に「あなた」の写真が写って
いましたらご連絡ください。
写真をさしあげます。
（企画情報課 TEL45-9110）

特色があるから楽しい （6/14）

敦賀市、美浜町、若狭町にある小規模校の児童
が集まって交流する「二州ブロックへき地複式児
童交歓会」が県立三方青年の家で行われました。
▼力を合わせてグループ対抗
若狭町からは明倫、熊川、岬の各小学校から 3・
リレーに取り組む児童
4 年生が参加しました。
学校紹介では、「明倫小学校にはエレベーターが
ある」、
「熊川小学校の横にはスキー場がある」、
「岬
小学校には神子の山桜がある」と、児童たちは、
写真やイラストなどを使い紹介しました。
その後、8 班のグループに分かれてオリジナル
の名刺で自己紹介をし、鬼ごっこやグループ対抗
リレー、大縄跳びなどで楽しみました。

努力すればいつか花が咲く （6/16）

▲

若狭町出身で、元オリンピック男子バレーボー
ル日本代表の荻野正二さん（現サントリ－サンバー
ズヘッドコーチ）が、母校の上中中学校で講演し
ました。
講演会は、上中中学校の保護者でつくる「おや
じ＆おふくろの会」が主催したもので、同校卒業
生の荻野正二さんに講演を依頼したものです。
荻野さんは、「努力しても大半はすぐには報われ
ない。しかし、努力の積み重ねが一番の近道で、
▲母校の生徒を前に講演する荻野さん
努力すればいつかは花が咲く。夢に向かって頑張っ
て欲しい」と、後輩たちにエールを送りました。

ホタルについて
説明する草桶教授

▲

ホタル鑑賞に
訪れた観客ら
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夏の使者と夕涼み （6/18）
熊川公民館で、「ホタル鑑賞の夕べ」が行われま
した。
ホタルは、平成 19 年に発足した「熊川宿ほたる
生息研究会」が、熊川宿に作ったビオトープと、
新道区内の林道で育ててきたたもので、昨年から
多くのホタルが現れるようになり、このたび鑑賞
会として行ったものです。
この日は、地元フォークバンドのミニコンサー
くさおけ
トやホタルの生態に詳しい福井工業大学の草 桶秀
夫教授による野外講演も行われ、ホタルによる光
の乱舞を見ようと約 200 人が、夏のひと時を楽し
みました。

▲

豪州での経験をプラスに （6/18）

▲帰国報告会に参加した研修生

3 月に開催されたオーストラリア派遣研修「LET'S
豪 夢大陸」に参加した研修生の帰国報告会がパレ
ア若狭で行われました。
この研修は、若狭町国際交流協会が 20 年以上に
わたり、オーストラリアでのホームステイや学校
訪問などをしているもので、今年は 3 月 24 日～
31 日にかけて実施されました。
研修を終えた研修生たちから、現地での様子や
研修テーマの成果などが報告されました。
中学生リーダーである今川広輔さん（鳥浜）は、
「言葉の壁にぶつかり、相手に伝わらないことも
あったが、現地の人がとても温かく接してくれて
楽しく過ごせた」と満足そうに話していました。

▲

若狭町特産の福井梅をＰＲする「青梅まつり」
がＪＡ三方五湖梅の里会館で行われ、多くの来場
者で賑わいました。
来場者は、甘く香る青梅を手にとり「いい匂い、
今年は梅干しを漬けてみよう」と、もぎたての青
梅を購入し、中には「毎年ここの梅を買っている」
と、10kg 入りの箱で購入する方もいました。
19 日には、美方高校食物科の生徒が考案した梅
の実と梅酒を使った「梅マドレーヌ」が来場者に
振る舞われました。
試食した来場者は、「美味しい、これ売ってない
の？」と、生徒らに問い合わせる場面もありました。

▼

原料となる菜の花
を刈り取る児童

絞られて出てくる黄金色の
菜種油を見つめる児童

▼

青梅香る季節です （6/18 ～ 6/19）

青梅を買い求める来場者

▼梅マドレーヌを披露する
美方高校食物科の生徒

エコエネルギーを学ぶ（6/21）
瓜生小学校の 5 年生でつくる「瓜生小エコクラ
なたね
ブ」が、菜種油づくりを体験しました。
昨年、菜種油づくりを体験し、もう一度やりた
いと言う児童の思いを受け、かみなか農楽舎が昨
年 11 月に約 25 アールの畑に種をまき、今回児童
が菜の花の刈り取りを手伝いました。
刈り取った菜の花は、竹の棒で叩いたり、「ト
ウミ」と呼ばれる昔ながらの農作業器具やふるい
を使ってサヤと種を選り分け、町の職員が手動の
さ く ゆ き
しぼ
搾油機で菜種を搾りました。
こがねいろ
児童たちは、搾り出される黄 金色の菜種油を見
て大きな歓声をあげていました。
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まち の話題

オーストラリアで
の研修内容を報
告する研修生

「働く」 ということ （6/24）

▲

血圧測定の
手本を見せる
岡林さん（写真左）

▲働くことについて生徒らに
話す田辺さん

三方中学校で、「職業人と語る会」が行われまし
た。
この取り組みは、これからの進路について考え
る立場となる 2 年生を対象に開かれ、さまざまな
職種で働く人の話しを聞き、働く意味やルールを
学び、進路について考えていくものです。
今回、地元で活躍している看護師や美容師のほ
か、飲食業や建築業などを営む 6 人から話しを聞
きました。
看護師の岡林麻美さん（三方）は、「大変な時も
あるが、患者さんからの感謝の言葉に助けられた」
と話し、また、美容師の田辺文宏さん（三方）は「最
近の人は夢を語らない、恥ずかしがらずに堂々と
夢を語って欲しい」と話していました。
▲

待ち望んだ開通 （6/26）

テープカットする
関係者

▲

▼

町道 10 号線が開通し、新道区で開通式などの記
念式典が行われました。
10 号線は、町に代わり県が施工する事業として、
平成 9 年度から工事に着手し、このほど完成しま
した。
道路は、延長が 4,160m で、末野と新道を結び、
観光や商用のアクセスルートとして利用されるほ
か、万一の避難路としての活用にも期待が寄せら
れています。
この日、関係者による式典が行われ、交通安全
が祈願されたほか、新道区民を中心とした約 100
人が 10 号線をウオーキングし、待ちに待った道を
一歩一歩踏みしめていました。

ウオーキングを
楽しむ参加者

環境に優しい農法
を語る岩澤会長
（写真中央）

▲町内の不耕起栽培の田んぼ
を視察する参加者
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環境保全型農業を目指して（6/26）

環境保全型農業研修会がパレア若狭で行われま
した。
研修会では、特別講演として、自然循環型の稲
作農法で、田んぼを耕さない「不耕起移植栽培」
を提唱している日本不耕起栽培普及会の岩澤信夫
会長が講演しました。
当日は、岐阜県や兵庫県から研修会に参加した
方もあり、岩澤会長が話す“生きものいっぱいの
「究極の田んぼ」のお米づくり”についてアドバイ
スを受けていました。
講演後、町内の冬水田んぼや不耕起栽培の田ん
ぼを岩澤会長と参加者が視察しました。

梅干しの作り方あれこれ （6/28）
若狭町特産の福井梅を上手に梅干しに漬けるた
めの講習会が、三十三公民館で行われました。
講師は、梅干し加工業者に勤めていた同公民館
の田中館長が務め、経験を活かして参加者に漬け
方のコツをアドバイスしました。
今回の講習会では、青梅 10kg を漬け込み、参加
者もしそ揉みを体験しました。
ビニールに入れた水を重石として代用すると、
「そんな方法もあるんや」と参加者は驚いていまし
た。
今回漬け込んだ梅は、７月 13 日にしそ漬けを行
い、8 月 1 日に天日干しを行います。

▼

▲しそ揉み作業を体験する
参加者

漬かっていく過程を見るため
に透明の瓶に詰め込む

明るい社会をつくろう （7/1）

▲

更生保護を目的とする「社会を明るくする運動
キャラバン隊」の出発式が行われました。
更生保護とは、犯罪や非行を予防し、過ちをし
た人の立ち直りも地域社会の中で支えていこうと
する取り組みです。
出発式では、森下町長から「子どもたちを育成
する大切な運動なので、頑張ってもらいたい」と
激励の挨拶を受け、キャラバン隊は、町内の各保
育園や小中学校、事業所を回りました。
▲元気にキャラバン隊へお礼を言う園児たち
とばっ子保育園を訪れたキャラバン隊は、運動
の趣意書と粗品を手渡すと、園児が元気な声で「あ
7 月 1 日～ 31 日は、 社会を明るくする運動強調月間
りがとう」とお礼を言いました。

神子漁港で獲れたての
魚介類を積み込む

▲

魚介類を各戸へ配る
農楽舎の研修生

物々交換で交流 （7/2）
漁村と農村が、それぞれの魅力ある資源を物々
交換し、地域間の交流と地産池消の推進を図る取
り組みが行われました。
今回は、若狭三方漁業協同組合（神子）から新
鮮な魚介類が末野などへ届けられました。
魚介類は、その日の大敷網漁で獲れた 40cm を超
えるサワラやトビウオ、マイカで、神子の漁港へ
受け取りに来たかみなか農楽舎の研修生が、末野
などへ１軒１軒配りました。受け取った住民は「こ
んだけもおくれるんけ ?」とびっくりしながらも
ほお
新鮮な魚介類に頬を緩めていました。
9 月には、かみなか農楽舎から、農村の恵みで
ある新米を神子へ届けることになっています。
広報わかさ 2011 年 8 月号
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▲

花束を海へ投げ
入れる関係者

▲岬保育所の園児による稚魚放流

シーズン in Summer （7/4）
小川海水浴場で、サマーシーズンの幕開けを告
げる浜開きのセレモニーが行われました。
この日、観光協会や民宿、警察、消防、防犯の
関係者の約 40 人が出席し、期間中の安全と観光客
の入り込み増加を願いました。
式典後には、海が豊かになりますようにと願い
を込め、岬保育所の園児 3 人がヒラメの稚魚約 200
匹を放流しました。
主催した若狭三方五湖観光協会の浜本一夫会長
は、「観光にとっては厳しい年。各関係機関と連携
し誘客を図りたい」と話しました。
これから 8 月中旬まで、町内 7 つの海水浴場で
海水浴が楽しめます。

頑張れ美方高校 （7/5）

▲

全国大会へ出場する美方高校の選手激励会が行
われました。
激励会では、全国高校総体などに出場する生徒
18 人と顧問ら 8 人を前に、美方高校後援会長の森
下町長が、「今回の大会は主に東北で開催される。
ともに頑張ろう ! と気持ちに闘志を燃やして欲し
い」と激励し、女子剣道部主将の岡本華奈さんか
らは、「美方高校の看板を背負って闘える最後の大
会。全ての力を出し切りたい」と力強い決意が述
▲大山公之助さん （ボート部キャプテン） に
べられました。
梅干しを贈る森下町長 （写真左）
その後、森下町長から、白星を重ねて欲しいと
期待を込めて、特産福井梅の梅干し（白干し）約
10kg が手渡されました。
三味線の弾き方を
体験する生徒

▲人形の遣い方を体験する生徒
（3 人で 1 体の人形を操るため
思うように動かせない）

10 広報わかさ 2011 年 8 月号

文楽を知ろう （7/6）
じょうるり

上中中学校で人形浄 瑠璃ワークショップが行わ
れました。
この取り組みは、上中中学校が文化庁の「子ど
ものための優れた舞台芸術体験事業」を活用し、
生徒らに優れた舞台芸術に直接触れてもらい、芸
術を愛する心と豊かな感性を養ってもらおうと行
われたもので、今回、文楽座による人形浄瑠璃を
体験しました。
たゆう
生徒らは、大 夫とよばれる語りと、三味線、人
形遣いの役をそれぞれ体験し、舞台芸術の難しさ
と楽しさを学びました。
10 月 3 日には、文楽座による人形浄瑠璃が同校
で公演される予定です。

伝統野菜で村おこし （7/8）

地元食材を使って （7/10）
若狭町特産の福井梅を使った料理講習会が、梅
の里小学校で行われ約 30 人が参加しました。
この取り組みは、地元の食材を使った料理を家
庭や民宿でも作れるようにと、西田公民館が行っ
たもので、青池調理師専門学校の青池睦子理事長
から、特産の福井梅などを使った料理を学びまし
た。
今回は、福井梅だけではなく、もずくや黒豆な
ど地元で採れた食材のほかに、朝、世久見で獲れ
たトビウオ、そして調味料などとして梅ワインや
梅昆布だしを使いました。
親子で参加した小学 4 年の山野宗馬くん（食見）
は、「大根が小さくて難しかった」と初めての料理
挑戦に苦戦するも、満足した笑顔を見せていまし
た。

▲囃子をあげながら漁船で烏辺島 （写真奥） へ
向かう世久見の男衆

▲

▲伝統野菜について語る竹下会長

昨年、約 50 年ぶりに出荷された伝統野菜“山
内かぶら”を村おこしに活用しようと、山内かぶ
らちゃんの会による「山内かぶら元気アップセミ
ナー」が、山内集落センターで開催されました。
この日は、山内かぶらの栽培に興味のある山内
の区民ら約 30 人が集まり、セミナーとして、シニ
ア野菜ソムリエで、伝統の福井野菜振興協議会長
の竹下 清さんによる講演会が行われました。
竹下会長は、「山内かぶらは、東洋種と西洋種の
両方の特色を持つ」と山内かぶらの特徴を話して
いました。
講演会後、山内かぶらちゃんの会代表の飛永悦
子さんから、春に採取した山内かぶらの種を一人
ひとりに手渡し、11 月の収穫に期待を込めました。
料理について説明
する青池理事長
（写真右）

▲お兄ちゃんの包丁さばきを
見つめる弟と妹

弁天様へのお願い （7/13）
世久見で弁天様のまつりが行われました。
このまつりは、毎年 7 月 13 日に行われているま
う べ し ま
まつ
つりで、世久見湾に浮かぶ烏 辺島に祀 ってある弁
天様へ、大漁や海上安全を祈願するものです。
はやし
この日、世久見の男衆が太鼓や笛による囃 子を
奉納しました。世久見漁港で奉納した後、男衆や
集落の方が漁船に乗り烏辺島へ向かいました。
烏辺島では、御神酒を捧げた後、願いを書いた
七夕飾りを子どもたちが祈りを込めて海へ投げ入
れました。
1661 年に木彫りの弁天像が島に流れ着いたそう
で、それからは、この海や集落を見守る弁天様と
して地域の方から崇められています。
広報わかさ 2011 年 8 月号
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