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町民が活躍した国体

　今年4月に設立したばかりの「わかさ元気町づくりネットワーク」です
が、会員みんなで国体に参加しようと、会場や沿道を飾るプランター
花の育成を行いました。加盟11団体に加えわかさ東商工会の皆さん
にもご協力いただき、700基以上のプランターを町内各地に配置
することができ、文字通り町内花いっぱいになったと実感してお
ります。若狭町に見えられる人を少しでも気持ちよくお迎え
できるようにと会員と一緒に活動しました。競技会場
ではボランティアとしてドリンクサービスを行
い、来場された皆さんから笑顔をいっ

ぱいいただきました。

わかさ元気町づくりネットワーク代表

千田　要子さん（鳥浜）

　「総合的な学習の時間」に、昨年2月から「若狭町をグラウンド・ゴルフ
の町にしよう」というテーマで取り組んできました。今年5月の修学旅行
では、東京の日本グラウンド・ゴルフ協会へ出向きアドバイスをもらった
り、地元のグラウンド・ゴルフ協会にも相談して、大会ができるよう計
画してきました。
　デモスポ当日は、年配の方にまじり、3年生約20人で競技を体
験しました。地域のスポーツ推進員の方からもアドバイスをい
ただき、とても楽しくできました。また、国体で「地域発信・
地域貢献」を目的として、くずまんじゅうのふるまい
もしました。貴重な体験ができ、よかったで

す。自分たちの大会も、成功させ
たいです。

デモスポ「グラウンドゴルフ」

左：竹村　侑己さん（上中中3年）
右：清水　優作さん（上中中3年）

 　「総合的な学習の時間」に、以前より若狭町について学んでい
ます。今年の修学旅行でも大阪で若狭町のPRを行いました。国体
の年である今年は競技会場でPRしようと5・6年生で「若狭町へ行
こう!!」というパンフレットを作成しました。地元宇波西神社や熊
川宿、レインボーラインなどの名所やうなぎ、くずまんじゅうな
どの食べ物も加え、来町者により知ってもらおうと12ページ
の小冊子のパンフレットに仕上げました。渡した来場者の
方から「前にも若狭町に来ました。これを参考にしてま
た来ます。」と大変喜んでいただけました。嬉し
かったし、知り合いや他の方にも若狭町の

良さを伝えてもらいたいと思って
います。

気山小学校「オープンウォータースイミング」
来町者への若狭町PR活動

左：和多田明陽さん 右：兼康　基さん

　各競技会場で記録員として美方高校写真部のみんなで参加しま
した。選手や競技役員、ボランティアの皆さんの活躍や、来場者、
会場の様子を撮影しました。オープンウォータースイミングで
は漁船に乗って撮影し、選手の必死の表情が間近に感じら
れ、迫力ある写真が撮ることができ、とても楽しかった
です。他の競技では、雨の中や遠くから撮影する
技術が難しかったですが、選手の息遣いが
感じられ、部員一同とても良い経

験ができました。

美方高校写真部部長 大道香乃未さん

　国体ボランティアとして各学校や地区の運動会など
に出向き、はぴねすダンスを通じ、国体のＰＲや町全体
での盛り上がりに努力してきました。国体当日は、競
技会の運営（入場チェックや会場清掃など）、特産
品のふるまいなどのおもてなしにも参加しまし
た。国体を通じ、若狭町のＰＲを精一杯し
ました。良い経験をさせていただき、

ありがとうございました。

若狭町国体ボランティア代表

福井眞寿美さん（兼田）

　これまで日本グラウンド・ゴルフ協会や福井県グラウンド・ゴルフ
協会と何度も調整を重ね、若狭町グラウンド・ゴルフ協会の会員も
競技役員やボランティアとして国体に参加しました。国体直前4
日間は早朝から準備が続き、当日は600人近くの選手や関係
者をお迎えし、進行や選手の誘導、駐車場整理に加え、雨
への対策も重なり大変でしたが、会員の協力により無
事に終わりホッとしています。選手の方から民宿
のおもてなしも好評でした。皆さんのご

協力に感謝いたします。

若狭町グラウンド・ゴルフ協会会長

井上　幸夫さん（堤）

若狭町ゲートボール協会
国体実行委員会長

菅野　道雄さん（井崎）

公開競技
9月1日・2日 ゲートボール

公開競技
9月22日・23日 グラウンド・ゴルフ

正式競技

9月12日 オープンウォーター
スイミング

若狭さとうみパーク

若狭さとうみパーク

デモンストレーションスポーツ
10月6日 グラウンド・ゴルフ
若狭さとうみパーク

デモンストレーションスポーツ
10月7日 ゲートボール
若狭さとうみパーク

食見海岸特設会場

福井しあわせ元気国体入賞者
400ｍＨ
ダブルスカル
舵手つきクォドルプル
舵手つきクォドルプル
監督
舵手つきクォドルプル
団体
  〃
  〃

（少年共通）
（成年女子）
（少年男子）
（少年男子）
（少年女子）
（少年女子）
（少年女子）
（少年女子）
（少年女子）

陸上競技
ボート
ボート
ボート
ボート
ボート
剣道
剣道
剣道

久保田光菜
冨田　千愛
山下　森也
田中　導栄
清水　寛之
荻野　紗和
田辺　有羽
池田二千花
久保　　渚

8位入賞
優勝
準優勝
準優勝

優勝
優勝
優勝
優勝

福井しあわせ元気大会入賞者
区分9「1組」（肢体不自由者男子1部） 入賞者のみなさん（11/2入賞者報告会 リブラ若狭にて）卓球 山本　翔大 準優勝

　50年ぶりに国体が地元福井県で開催されました。若狭町では下記の競技において熱戦が繰り広
げられ、多くの感動と交流が広がる大会となりました。全国から来場された選手・監督・関係者の皆
さんをお迎えするため、多くの町民がこの日のために準備をし、競技会場で活躍しました。様々な
方面から関わっていただいた多数の町民の皆さまの声をほんの一部ですがご紹介します。

　国体の準備に専念するため、若狭町ゲートボール協会の
中で国体実行委員会を立ち上げ、準備を進めてきました。
芝生の調整や、国体当日は雨の影響で急きょ段取りが
変更になるなど大変苦労しました。会員の協力が本
当にありがたかったです。会員みんなで育てた
おもてなしの花も来場者に評判が良く、
成功に終わって本当に良かった

と思います。

（敬称略）

町民のみなさまには国体開催に向けご協力いただき、ありがとうございました！

入賞
おめでとう
ございます！！
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■企業会計収支状況
水道事業

区　分 予算額 執行額
収
益
的

事業収益 1億9,180万円 5,436万円
事業費用 1億9,180万円 2,743万円

資
本
的

資本的収入 1億3,815万円 41万円
資本的支出 3億456万円 2,567万円

工業用水道事業  
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 2,765万円 511万円
事業費用 3,817万円 306万円

資
本
的

資本的収入 2,855万円 1,090万円
資本的支出 2,855万円 0万円

上中診療所事業
区　分 予算額 執行額

収
益
的

事業収益 5億2,409万円 2億3,141万円
事業費用 5億6,731万円 1億9,586万円

資
本
的

資本的収入 2億1,198万円 0万円
資本的支出 2億2,863万円 819万円

歳　入 予算額 収入額 収入率
町税 17億3,604万円 9億1,431万円 52.7%
地方譲与税 1億900万円 3,235万円 29.7%
利子割交付金 150万円 153万円 102.0%
配当割交付金 500万円 199万円 39.8%
株式等譲与所得割交付金 320万円 0万円 0.0%
地方消費税交付金 2億5,300万円 1億5,230万円 60.2%
ゴルフ場利用税交付金 1,500万円 501万円 33.4%
自動車取得税交付金 1,700万円 1,415万円 83.2%
地方特例交付金 619万円 764万円 123.4%
地方交付税 38億7,700万円 26億3,890万円 68.1%
交通安全対策特別交付金 170万円 82万円 48.2%
分担金及び負担金 1億918万円 4,107万円 37.6%
使用料及び手数料 1億6,407万円 3,178万円 19.4%
国庫支出金 5億9,140万円 2億859万円 35.3%
県支出金 12億2,648万円 2億8,043万円 22.9%
財産収入 9,247万円 795万円 8.6%
寄付金 1億31万円 852万円 8.5%
繰入金 6億3,461万円 0万円 0.0%
繰越金 5億9,130万円 5億9,130万円 100.0%
諸収入 2億8,694万円 6,084万円 21.2%
町債 6億631万円 0万円 0.0%
合　計 104億2,774万円 49億9,958万円 47.9%

■一般会計� ※予算は 9月の第 4号補正後の金額です。

歳　出 予算額 支出額 支出率
議会費 8,963万円 4,516万円 50.4%
総務費 17億992万円 4億8,388万円 28.3%
民生費 23億3,016万円 7億6,061万円 32.6%
衛生費 10億5,392万円 4億7,831万円 45.4%
労働費 2,244万円 2,243万円 99.9%
農林水産業費 12億6,545万円 2億8,044万円 22.2%
商工費 4億5,657万円 2億9,073万円 63.7%
土木費 7億3,912万円 4,374万円 5.9%
消防費 4億1,387万円 2億2,603万円 54.6%
教育費 10億2,135万円 3億3,794万円 33.1%
災害復旧費 1,890万円 0万円 0.0%
公債費 13億357万円 3億1,026万円 23.8%
予備費 280万円 0万円 0.0%
合　計 104億2,774万円 32億7,957万円 31.5%

■特別会計収支状況
会計名 予算額 収入額 支出額

国民健康保険 19億4,160万円 7億7,977万円 7億2,723万円
後期高齢者医療 1億9,222万円 6,823万円 4,646万円
直営診療所 9,633万円 2,939万円 3,618万円
介護保険 19億6,516万円 7億8,240万円 7億8,316万円
簡易水道事業 1億7,304万円 7,514万円 4,657万円
農業者労働災害共済事業 175万円 164万円 49万円
農業集落排水処理事業 4億1,605万円 4,520万円 1億7,758万円
漁業集落排水処理事業 6,574万円 178万円 1,536万円
公共下水道事業 5億3,040万円 4,934万円 2億3,359万円
町営住宅等 3,979万円 2,098万円 215万円
土地開発事業 6,409万円 1,055万円 11万円

■町の財産
財　産 所　有

土地 831,806㎡
建物 136,586㎡
庁用自動車 82台

■町債の現在高
　　会　計 現在高

一般会計 113億1,740万円

特
　
別
　
会
　
計

介護保険 1億9,819万円
簡易水道事業 3億865万円
農業集落排水処理事業 13億2,741万円
漁業集落排水処理事業 6,833万円
公共下水道事業 33億3,189万円
町営住宅等 7,491万円
土地開発事業 2億1,512万円

企 

業
水道事業 7億1,326万円
病院事業 3億7,890万円

※広報では、万円単位で表示
しているため　端数が一致
しない場合があります。（各
会計とも万円未満切り捨て）

問い合わせ :
総務課　☎ 0770-45-9109
会計課　☎ 0770-45-9100

財政事情を公表します
若狭町では、毎年12月に「財政事情」を公表し
ています。今回は、9月30日までの収支状況を
お知らせします。

平成30年度上半期
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■部門別人数
（平成30年4月1日現在）
部　門 人　数

議　会 2人
総　務 42人
税　務 7人
民　生 64人
衛　生 16人
農林水産 9人
商　工 7人
土　木 11人
教　育 40人
病院・診療所 37人
水　道 4人
下水道 3人
その他 13人
合　計 255人

■人件費
平成29年度普通会計決算額（人口：平成30年4月1日）

区　分 数　値
住民基本台帳人口 15,072人
歳出額（A） 108億3,256万円
人件費（B） 15億8,951万円
人件費比率（B/A） 14.7%
	 普通会計とは、一般会計に農業者労働災害共済事業
	 特別会計、町営住宅等特別会計を加えたものです。

■職員数
（平成30年4月1日現在）
区　分 人　数

課長級 13人
課長補佐級 42人
主査級 69人
主事級 43人
技能労務級 26人
医療職 32人
保育士 30人
合　計 255人

■初任給
（一般行政職）
区　分 金　額

大学卒 168,600円
高校卒 147,100円

■退職手当
（平成 30 年度の支給割合）
区　分 勤続20年 勤続30年 最高限度額

自己都合 19.6695か月 34.7355か月 47.709か月
勧奨・定年 24.586875か月 40.80375か月 47.709か月

※公表金額は、税や各種保険料を引く前の金額で、いわゆる手取り額ではありません。

■職員給与
平成 30 年度普通会計当初予算額

区　分 予算額
給　料 7億535万円
職員手当 3億8,322万円 
合　計 10億8,857万円
	 ・職員給与には特別職の報酬は含みません。
	 ・職員手当には退職手当負担金および共済負担金は含みません。

■特別職
（平成 30 年 4 月 1 日現在の給料・報酬月額と
 平成 29 年度の期末手当の支給割合）

給料・報酬月額 期末手当
町　長 765,000円

年間3.35か月副町長 603,000円
教育長 504,000円
議　長 300,000円

年間2.90か月副議長 245,000円
議　員 235,000円

■平均給料と年齢
（平成 30 年 4 月 1 日現在）

平均給料額 平均年齢
一般行政職 316,200円 44歳7か月
技能労務職員 278,900円 52歳10か月

■職員手当
（平成 30 年 4 月 1 日現在）

区　分 内　容

扶養手当
配偶者 6,500円
子 10,000円
親・兄弟等 6,500円

住居手当 家賃12,000円を超える借家の場合、
27,000円を限度に家賃に応じて支給

通勤手当

通勤距離2㎞以上で自家用車など使用の
場合、2,000円〜31,600円の範囲内で、
距離に応じて支給。交通機関等を利用の
場合、その運賃を支給

時間外
勤務手当

通常の勤務時間を超過して勤務したとき
に支給。平成29年度普通会計の支給総額
2,973万円、職員1人あたりの平均支給額
13万5,740円

問い合わせ : 総務課　☎ 0770-45-9109

職員給与を公表します

■経験年数・学歴別平均給料
（平成 30 年 4 月 1 日現在）

経験年数 大学卒 高校卒
10〜15年 244,100円 - 円
15〜20年 294,300円 - 円
20〜25年 328,200円 301,700円

■期末・勤勉手当
（平成 29 年度の支給割合）

区　分 6月 12月
期末手当 1.225か月 1.375か月
勤勉手当 0.85か月 0.95か月
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若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

音楽ホール

■中学生以下のピアノを学ぶ方々を対象に、
学習と研鑚、ピアニスト育成の場としてコン
クールを開催します。

標記パレア若狭内の趣味の部屋を、５人以上のサーク
ル・団体で、利用される場合、団体登録すれば、年間
30,000円で週２回を限度に１年間利用できます。合唱や
カラオケ、陶芸など定期的に使用する場合はたいへんお
得です。仲間と楽しく充実した時間を過ごしましょう！

全身の筋肉を使ったラジオ体操

年間使用登録団体募集中！
受付〆切12月10日（月）

利用期間／

※希望日時が重複する場合は、
　代表者による全体打合せ会で調整します。

2019年4月1日（月）
　　 ～2020年3月30日（月）

「音楽スタジオ」「創作スタジオ」
「リハーサル室」　　　　

託児所をご利用ください！
料　金／町内の方：520円／時間
　　　　町外の方：870円／時間
対象者／ 1歳～小学3年生まで
場　所／パレア若狭 和室
申込締切／
純名里沙withオーケストラ・アンサンブル金沢 
………………………………11月18日（日）
ルビーセレクションワンコイン・コンサートin若狭 
…………………………………2月9日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

福邦クラブ事務局　Tel:0776-24-1022

ルビーセレクション
～美しき音楽の彩り～

ヤマハ
ジュニアピアノコンクール

福邦クラブ

麻倉未稀＆牧山純子
クリスマスコンサート
■歌手：麻倉未稀の歌声とJAZZヴァイオリニ
スト：牧山純子のストリングスが彩る優雅なひ
とときをお楽しみいただきます。

12月9日（日）開催日／
開演／ 15：00　　開場／ 14：30
入場無料（要入場整理券） ※福邦クラブ会員優先
※自由席　

■越のルビーアーティスト※1によるクラシック
の名曲の数々をお届けします。
　様々な組み合わせのアンサンブルで、楽器
や声の魅力を存分にお楽しみいただけるプロ
グラムです。
　チケット購入者には、「楽器のクリニック」※2
と、舞台での「歌手体験」の特典あり！

料金／一般 500円
　　　高校生以下 100円
※指定席　未就学児入場不可

※1 … (公財)福井県文化振興事業団が運営する「越
のルビーアーティストバンク」に登録する福井県出身
もしくは在住のプロの演奏家
※2…要事前申込 受講料100円

平成31年2月23日（土）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

創楽堂　Tel:0770-52-1313

12/1（土）9：
00

チケット発売
開始

   先行発売
11/24（土） 9：

00

お一人様 
  2 枚まで

木下園子（フルート） 中田圭依（ソプラノ）

前川明音（クラリネット） 仲谷理沙（ピアノ）

12月16日（日）開催日／
開演／ 10：00　　開場／ 9：30
入場無料

■若狭三方縄文博物館と9月15日にオープン
した年縞博物館には、どんな科学者たちがい
て、どんな研究をしているのでしょう？本展示
では、科学者たちの
仕事道具や、彼らが
収集した秘蔵のコレ
クションをご紹介し
ます。

科学者たちの
秘蔵コレクション展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00（最終日は15：00まで）
※火曜休館12月3日（月）～17日（月）

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

おはなしたまてばこ

若狭町立図書館 パレア館

12月22日（土）開催日／

にじいろのおはなし会

時間／14：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
入場無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

12月8日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
入場無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。
（川上　和人／著）

図書館からのオススメ本

　一に体力二に体力、三、四が
なくて五に体力！出張先は火山
にジャングルに無人島！？知られ
ざる超アウトドア理系「鳥類学
者」の、抱腹絶倒かつ命がけの
日々を軽妙に綴った一冊。読み
ものとしても面白く、鳥類につ
いての「なるほど！」も満載です。

時間／10：00～ 12：00

講師／山本朋子氏（DFAダッチフラワー
　　　アレンジメントディプロマ・インストラクター）
対象／一般（小学生以上）
受講料／大人 2,500円　子ども 1,500円

締切／ 11月30日（金）

場所／パレア若狭　研修室A

12月9日（日）開催日／

時間／ 10：00～ 11：00（9：30～受付）

講師／小豆澤かおり 氏（NPO法人 全国ラジオ
　　　体操連盟公認 1級ラジオ体操指導士）
テーマ／ラジオ体操の正しいやり方を
　　　　教えてもらおう！
入場無料（予約不要）

場所／リブラ若狭（2階 講堂）

12月20日（木）開催日／

パレ若塾 クリスマスの
フレッシュリースづくり
■様々なグリーンや季節の実ものなどを使っ
てナチュラスなリースづくりをします。ヒバや
ユーカリなどの良い香りをお楽しみいただけま
す。作ったリースはゆっくりとドライになります
ので、長くお楽しみいただけます。クリスマス
に向けて、ぜひご参加下さい。

『パレ若塾』受講生募集！

※親子で１つのリースをつくる場合は、親子 2,500円

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

地域づくり講演会

時間／ 20：00～ 21：00

演題／若狭町の希望学 これまでの地域づくりと
　　　これからの地域づくり
講師／東京大学大学院法学政治学研究科教授
　　　五百旗頭薫 氏
入場無料

場所／リブラ若狭（2階 講堂）

12月3日（月）開催日／

総合戦略課　Tel:0770-45-9112

玉井　Tel:0770-62-1867

■NHKハートプロジェクトの
一環として、介護に関わる
方々が日々の生活の中から
詠んだ短歌を全国から広く公募し、その中から
100首の作品をご紹介します。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270

若狭町役場 保健医療課　Tel:0770-62-2721

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00（１９日は14：00から）
12月19日（水）～24日（月・祝）

■初めて二つの教室（パッチワーク
チルトお針箱・パッチワーク教室ア
トリエ若草物語）のミニクリスマス
展を開催します。１日限定でワークショップを実施
しますので、ぜひ体験してください。

ミニクリスマス展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00（最終日は16：00まで）
11月30日（金）～12月2日（日）

ワークショップ『小さなお子様が
喜ぶ、布ボールづくり』
12月1日（土）開催日／

時間／ 13：30～
場所／パレア若狭ギャラリー
参加費／ 500円（30個限定）
　対象／小学生高学年以上　

NHK
介護百人一首パネル展

若狭三方縄文博物館
福井県年縞博物館

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
最初の福井人
－ヒトはいつどこで誕生し、どのような旅路を
経て、日本へ、福井へやってきたのか－
展示期間／

開催場所／福井県年縞博物館 常設展示室内
　　　　　若狭三方縄文博物館 特別展示室
第一部　福井への道のり
　　　　於：年縞博物館
第二部　福井への定着
　　　　於：縄文博物館

休館日は毎週火曜日・年末年始・燻蒸による臨時休館日
（12月10日～14日 縄文博物館のみ）

写真提供：みくに龍翔館

平成30年11月17日（土）
　　　～平成31年1月20日（日）

福井県・若狭町共同開催
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音楽ホール

純名里沙with
オーケストラ・アンサンブル金沢

ＮＨＫ放送番組公開収録
ハートネットＴＶ
めざせ！いきいき長寿

■宝塚出身で女優・歌手として幅広く
活躍する純名里沙と、設立３０周年を迎
えたオーケストラ・アンサンブル金沢が
華やかなミュージカルナンバーや映画音
楽をお届けします。抜群の歌唱力をも
つ純名里沙が、充実の弦楽アンサンブ
ルと共にお贈りする大人の時間。ぜひ
お楽しみください。

■老いをいきいきと過ごすためのヒントなどを、
山田邦子さんと若狭町で元気に活躍しているみ
なさんからお話を伺います。また、ごぼう先生
の健康体操も実施します。

料金／一般 4,０００円
　　　学生 2,０００円
　　　　※指定席　未就学児入場不可

プログラム（予定）
・ムーン・リバー
・「マイ・フェア・レディ」より 踊り明かそう
・テネシーワルツ   ・すみれの花咲く頃 他
　

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

開演／ 14：00　　開場／ 13：30
開催日／12月2日（日）

出演／純名里沙（ヴォーカル）
　　　鈴木織衛（指揮）
　　　オーケストラ・アンサンブル金沢

　　　（弦楽合奏）

主催／若狭町　後援／福井新聞社

開演／ 13：30　　開場／ 13：00

後援／若狭町社会福祉協議会
主催／若狭町、NHK福井放送局、NHK厚生文化事業団

開催日／12月22日（土）
観覧申込み締切 /１１月２９日（木）必着
観覧ご希望の方は、右記の要領でお申込
みください。
※個人情報については、NHKからの受信料のお願い
に使用させていただくことがあります。

チケット
好評発売中！

※宝くじの助成金で実施します。 

NHK福井放送局
Tel:0776-28-8850

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2508

Ｎ
Ｈ
Ｋ
福
井
放
送
局

「
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往信表 返信裏

①郵便番号

②住所

③名前

④電話番号

①郵便番号
②住所
③名前

62

返信表 往信裏

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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若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

音楽ホール

■中学生以下のピアノを学ぶ方々を対象に、
学習と研鑚、ピアニスト育成の場としてコン
クールを開催します。

標記パレア若狭内の趣味の部屋を、５人以上のサーク
ル・団体で、利用される場合、団体登録すれば、年間
30,000円で週２回を限度に１年間利用できます。合唱や
カラオケ、陶芸など定期的に使用する場合はたいへんお
得です。仲間と楽しく充実した時間を過ごしましょう！

全身の筋肉を使ったラジオ体操

年間使用登録団体募集中！
受付〆切12月10日（月）

利用期間／

※希望日時が重複する場合は、
　代表者による全体打合せ会で調整します。

2019年4月1日（月）
　　 ～2020年3月30日（月）

「音楽スタジオ」「創作スタジオ」
「リハーサル室」　　　　

託児所をご利用ください！
料　金／町内の方：520円／時間
　　　　町外の方：870円／時間
対象者／ 1歳～小学3年生まで
場　所／パレア若狭 和室
申込締切／
純名里沙withオーケストラ・アンサンブル金沢 
………………………………11月18日（日）
ルビーセレクションワンコイン・コンサートin若狭 
…………………………………2月9日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

福邦クラブ事務局　Tel:0776-24-1022

ルビーセレクション
～美しき音楽の彩り～

ヤマハ
ジュニアピアノコンクール

福邦クラブ

麻倉未稀＆牧山純子
クリスマスコンサート
■歌手：麻倉未稀の歌声とJAZZヴァイオリニ
スト：牧山純子のストリングスが彩る優雅なひ
とときをお楽しみいただきます。

12月9日（日）開催日／
開演／ 15：00　　開場／ 14：30
入場無料（要入場整理券） ※福邦クラブ会員優先
※自由席　

■越のルビーアーティスト※1によるクラシック
の名曲の数々をお届けします。
　様々な組み合わせのアンサンブルで、楽器
や声の魅力を存分にお楽しみいただけるプロ
グラムです。
　チケット購入者には、「楽器のクリニック」※2
と、舞台での「歌手体験」の特典あり！

料金／一般 500円
　　　高校生以下 100円
※指定席　未就学児入場不可

※1 … (公財)福井県文化振興事業団が運営する「越
のルビーアーティストバンク」に登録する福井県出身
もしくは在住のプロの演奏家
※2…要事前申込 受講料100円

平成31年2月23日（土）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

創楽堂　Tel:0770-52-1313

12/1（土）9：
00

チケット発売
開始

   先行発売
11/24（土） 9：

00

お一人様 
  2 枚まで

木下園子（フルート） 中田圭依（ソプラノ）

前川明音（クラリネット） 仲谷理沙（ピアノ）

12月16日（日）開催日／
開演／ 10：00　　開場／ 9：30
入場無料

■若狭三方縄文博物館と9月15日にオープン
した年縞博物館には、どんな科学者たちがい
て、どんな研究をしているのでしょう？本展示
では、科学者たちの
仕事道具や、彼らが
収集した秘蔵のコレ
クションをご紹介し
ます。

科学者たちの
秘蔵コレクション展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00（最終日は15：00まで）
※火曜休館12月3日（月）～17日（月）

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

おはなしたまてばこ

若狭町立図書館 パレア館

12月22日（土）開催日／

にじいろのおはなし会

時間／14：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
入場無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

12月8日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
入場無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。
（川上　和人／著）

図書館からのオススメ本

　一に体力二に体力、三、四が
なくて五に体力！出張先は火山
にジャングルに無人島！？知られ
ざる超アウトドア理系「鳥類学
者」の、抱腹絶倒かつ命がけの
日々を軽妙に綴った一冊。読み
ものとしても面白く、鳥類につ
いての「なるほど！」も満載です。

時間／10：00～ 12：00

講師／山本朋子氏（DFAダッチフラワー
　　　アレンジメントディプロマ・インストラクター）
対象／一般（小学生以上）
受講料／大人 2,500円　子ども 1,500円

締切／ 11月30日（金）

場所／パレア若狭　研修室A

12月9日（日）開催日／

時間／ 10：00～ 11：00（9：30～受付）

講師／小豆澤かおり 氏（NPO法人 全国ラジオ
　　　体操連盟公認 1級ラジオ体操指導士）
テーマ／ラジオ体操の正しいやり方を
　　　　教えてもらおう！
入場無料（予約不要）

場所／リブラ若狭（2階 講堂）

12月20日（木）開催日／

パレ若塾 クリスマスの
フレッシュリースづくり
■様々なグリーンや季節の実ものなどを使っ
てナチュラスなリースづくりをします。ヒバや
ユーカリなどの良い香りをお楽しみいただけま
す。作ったリースはゆっくりとドライになります
ので、長くお楽しみいただけます。クリスマス
に向けて、ぜひご参加下さい。

『パレ若塾』受講生募集！

※親子で１つのリースをつくる場合は、親子 2,500円

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

地域づくり講演会

時間／ 20：00～ 21：00

演題／若狭町の希望学 これまでの地域づくりと
　　　これからの地域づくり
講師／東京大学大学院法学政治学研究科教授
　　　五百旗頭薫 氏
入場無料

場所／リブラ若狭（2階 講堂）

12月3日（月）開催日／

総合戦略課　Tel:0770-45-9112

玉井　Tel:0770-62-1867

■NHKハートプロジェクトの
一環として、介護に関わる
方々が日々の生活の中から
詠んだ短歌を全国から広く公募し、その中から
100首の作品をご紹介します。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270

若狭町役場 保健医療課　Tel:0770-62-2721

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00（１９日は14：00から）
12月19日（水）～24日（月・祝）

■初めて二つの教室（パッチワーク
チルトお針箱・パッチワーク教室ア
トリエ若草物語）のミニクリスマス
展を開催します。１日限定でワークショップを実施
しますので、ぜひ体験してください。

ミニクリスマス展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00（最終日は16：00まで）
11月30日（金）～12月2日（日）

ワークショップ『小さなお子様が
喜ぶ、布ボールづくり』
12月1日（土）開催日／

時間／ 13：30～
場所／パレア若狭ギャラリー
参加費／ 500円（30個限定）
　対象／小学生高学年以上　

NHK
介護百人一首パネル展

若狭三方縄文博物館
福井県年縞博物館

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
最初の福井人
－ヒトはいつどこで誕生し、どのような旅路を
経て、日本へ、福井へやってきたのか－
展示期間／

開催場所／福井県年縞博物館 常設展示室内
　　　　　若狭三方縄文博物館 特別展示室
第一部　福井への道のり
　　　　於：年縞博物館
第二部　福井への定着
　　　　於：縄文博物館

休館日は毎週火曜日・年末年始・燻蒸による臨時休館日
（12月10日～14日 縄文博物館のみ）

写真提供：みくに龍翔館

平成30年11月17日（土）
　　　～平成31年1月20日（日）

福井県・若狭町共同開催
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音楽ホール

純名里沙with
オーケストラ・アンサンブル金沢

ＮＨＫ放送番組公開収録
ハートネットＴＶ
めざせ！いきいき長寿

■宝塚出身で女優・歌手として幅広く
活躍する純名里沙と、設立３０周年を迎
えたオーケストラ・アンサンブル金沢が
華やかなミュージカルナンバーや映画音
楽をお届けします。抜群の歌唱力をも
つ純名里沙が、充実の弦楽アンサンブ
ルと共にお贈りする大人の時間。ぜひ
お楽しみください。

■老いをいきいきと過ごすためのヒントなどを、
山田邦子さんと若狭町で元気に活躍しているみ
なさんからお話を伺います。また、ごぼう先生
の健康体操も実施します。

料金／一般 4,０００円
　　　学生 2,０００円
　　　　※指定席　未就学児入場不可

プログラム（予定）
・ムーン・リバー
・「マイ・フェア・レディ」より 踊り明かそう
・テネシーワルツ   ・すみれの花咲く頃 他
　

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

開演／ 14：00　　開場／ 13：30
開催日／12 月2日（日）

出演／純名里沙（ヴォーカル）
　　　鈴木織衛（指揮）
　　　オーケストラ・アンサンブル金沢

　　　（弦楽合奏）

主催／若狭町　後援／福井新聞社

開演／ 13：30　　開場／ 13：00

後援／若狭町社会福祉協議会
主催／若狭町、NHK福井放送局、NHK厚生文化事業団

開催日／12 月22日（土）
観覧申込み締切 /１１月２９日（木）必着
観覧ご希望の方は、右記の要領でお申込
みください。
※個人情報については、NHKからの受信料のお願い
に使用させていただくことがあります。

チケット
好評発売中！

※宝くじの助成金で実施します。 

NHK福井放送局
Tel:0776-28-8850

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2508

Ｎ
Ｈ
Ｋ
福
井
放
送
局

「
め
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！
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寿
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往信表 返信裏

①郵便番号

②住所

③名前

④電話番号

①郵便番号
②住所
③名前

62

返信表 往信裏

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）


