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縄文火おこし体験

国体競技体験
応援のぼり旗展

若狭さくら会 五湖鶴太鼓

国体直前特集
国内最大の国民スポーツの祭典である国民体育大会（国体）が昭和43年以来50年ぶりに
福井県で開催されます。若狭町では以下の競技を開催します。
正式競技：オープンウォータースイミング（9月12日）
公開競技：ゲートボール（9月1日・2日）、グラウンド・ゴルフ（9月22日・23日）
デモンストレーションスポーツ：グラウンド・ゴルフ（10月6日）、ゲートボール（10月7日）
この号では、直前ということで町内の盛り上がりや競技について特集します。

９月の国体に向け、会場やスタッフの動きなどを確認しました。
選手の皆さんは、本番を見据えレースに臨んでいました。

福井しあわせ元気国体のPRと、国体・障スポの開催期間中に県営陸上競技場で
選手を見守る火を若狭町からとどけるための炬火イベントが開催されました。

若狭町の火が誕生！
９月には県営陸上競技場にとどけられます。

町内中学生作成の応援のぼり
旗。国体当日、競技会場に飾ら
れ選手の皆さんを応援します。

国体に出場される選手・監督の皆さんをはじめ、全国から来町される皆さんを
お花でおもてなししようと、各地域や各種団体の皆さんによる花いっぱい運動
が展開されています。９月にはたくさんの花が会場などを彩ります。

福井国体PRキャラクター「はぴりゅう」が田んぼの中に登場！

オープンウォータースイミング プレ大会7月1日

とばっ子保育園児による
コスモスの種まき

花いっぱい運動

食見海岸特設会場

「名水うりわり農園」
田んぼアート
天徳寺

若狭町で行われる競技

福井しあわせ元気国体開催50日前記念イベント

いよいよ始まる!! 福井しあわせ元気国体

わかさの火を福井国体に
とどけよう

7月28日
パレア若狭にて

はぴねすダンス
国体ミュージカル

エンディング

せりかなライブ

ゲートボール本大会
さとうみパークにて

グラウンド
ゴルフ本大会
さとうみパークにて

オープンウォーター
スイミング本大会
食見海岸特設会場にて

9月
1日・2日

9月
22日・23日

9月
12日

みんなで

応援しよう !!

きらやま地域づくり協議会、
明倫地域づくり協議会によるプランター植栽

明倫地域づくり協議会きらやま地域づくり協議会

鳥羽小学生によるプランター植栽

炬火セレモニー
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特 集 OWS

OWS は「泳ぐマラソン」と呼ばれ、風・波・潮の流れなどを考慮
した駆け引きがレースの中で幾度となく繰り広げられます。自然環
境に適合させることができるか、自らの力で水を「制する」のでは
なく、水と「和する」ことができるかが重要です。コースロープが
ない自然環境へ競技者が一斉にスタートし、ブイやゴールなどの目
標物を確認しながら泳ぐヘッドアップという技術や競技者同士の激し
い身体接触、ゴール直前の競り合いが魅力です。

自分のボールを打って、3 つのゲートを順に通過させ、コート中央の
ゴールポールに当てて、得点を競う、日本発祥のスポーツです。

◎平成20年　北京オリンピックからオリンピック正式種目
◎平成24年　ロンドンオリンピックから日本人選手出場
◎平成28年　岩手国体から国体正式種目
◎平成30年　福井しあわせ元気国体では正式種目として3回目の開催

●種　　別　男子 5km競技（11：00スタート）
　　　　　　女子 5km競技（13：30スタート）
●選　　手　男子 47名（各都道府県代表）
　　　　　　女子 47名（各都道府県代表）
●競技方法　1、各都道府県の代表選手、男女各1名によって行う。
　　　　　　2、泳法は、フリースタイルで行い、競技者はブイを回ってコースを泳ぐ。
　　　　　　3、コースは、1周625mのコースを8周する5kmで競技する。
　　　　　　4、周回終了後、ゴールエリアにあるフィニッシュボードに
　　　　　　　 タッチした順番で順位を決定する。

正式競技

公開競技

平成30年9月12日㈬
場　所

開催日 タイムスケジュール

食見海岸特設会場
（福井県海浜自然センター付近）

会場図 食見海岸特設会場（福井県海浜自然センター付近）

オープンウォータースイミング
ゲートボール

専用のクラブ、ボールを使用してゴルフのようにボールをクラブで打ち、ボールがホール
ポストに入るまでの打数の少なさを競う、生涯スポーツとして開発されたスポーツです。

公開競技グラウンド・ゴルフ

交流の部は、８ホールを競技し、合計スコア―２４（パープレー）
以内の方に認定証を授与します。

グラウンド・ゴルフ

10：50～
11：00～
13：20～
13：30～
15：00～

男子開始式
男子スタート
女子開始式
女子スタート
男子・女子表彰式

オープンウォータースイミング
福井県代表
出場選手紹介

豊田　壮 選手
 （22歳）
（あだ名：タケシ）

とよだ たけし

●出身地／大阪府
●出身校／大阪体育大学浪商高等学校、日本体育大学
●所　属／福井県スポーツ協会

●出身地／山口県
●出身校／山口県立光丘高等学校、日本体育大学
●所　属／福井県スポーツ協会

くわはた まゆ

（あだ名：まゆ くまモン）

桑幡 真弓 選手
 （22歳）

●9 月 1 日㈯　男子リーグ戦・女子リーグ戦
●9 月 2 日㈰　男子決勝トーナメント戦・女子決勝トーナメント戦

【男子】　チーム数 16（選手 5 人 / チーム）
【女子】　チーム数 16（選手 5 人 / チーム）

タイムスケジュール
9月1日㈯

9月2日㈰

  9：45～
10：30～15：30
  9：20～13：10
13：30～

開始式
リーグ戦
決勝トーナメント
表彰式

タイムスケジュール
  9：30～
10：00～

開始式
競技開始

平成30年9月1日㈯から9月2日㈰まで（2日間）

場　所

種別及び参加人員

開催日

若狭町多目的交流広場 若狭さとうみパーク（若狭町役場三方庁舎となり）

【協会員の部（男子）】
【協会員の部（女子）】
【交流の部（男女共通）】 選手 80 人

※デモスポとは…子どもからお年寄りまで幅広く参加できるレクリエーションスポーツです。

【出店予定】 •はぴりゅうグッズ　•町特産品　•スポーツ用品（9/12 は出店なし）
※デモスポは特産品の販売のみ

選手 320 人

種別及び参加人員

●9 月 22 日㈯　男女 （交歓大会）第 1～第 3 ラウンド
●9 月 23 日㈰　男女 （プレーオフ）（交流大会）第 1 ラウンド

【男女】　選手 12 人・チーム数 48

タイムスケジュール 9月22日㈯   8：50～
10：00～16：00ごろ

開始式
交歓大会

9月23日㈰   9：00～
  9：50～
12：00～

プレーオフ
交流大会
表彰式

平成30年9月22日㈯から9月23日㈰まで（2日間）

場　所

種別及び参加人員

開催日

平成30年10月6日㈯開催日

若狭町多目的交流広場 若狭さとうみパーク・三方グラウンド

デモスポ

交流の部は、ゲートボール用具を使った≪ビンゴゲーム≫とゲー
トボールコートを利用した≪ゲート通過ゲーム≫の 2 部門合計
点で順位を決定し、上位8位までの方に賞状を授与します。

ゲートボール

タイムスケジュール
8：30～
9：10～

開始式
競技開始

13：00～ 表彰式 11：30～ 表彰式

種別及び参加人員

平成30年10月7日㈰開催日

デモスポ

【協会員の部】　チーム数 40（選手 3 人 / チーム）
【 交流の部 】　選手 100 人

（若狭町役場三方庁舎となり）

一般

選手・
関係者

選手・
関係者

START

GOAL
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DOKI!情報局ドキ!

若狭東高校　森　Tel:０７７０-５６-０４００

■古典の臨書作品や創作作品など50点ほど展
示します。創作作品は各自好きな言葉を選ん
で書いています。今の私たちの思いが伝わる
といいなと思いながら書きました。カラフルな
写真や刻字作品も展示します。

パレ若塾「魚さばき教室」
■漁師さんから、魚のさばき方や出刃包丁の
使い方などを教えてもらいます。若狭町の海
で捕れた新鮮なお魚を自分でさばいて食べま
しょう！

「だれでもライブ」出演者募集

パレアのステージに
立ってみませんか？

若狭東高校書道部校外展

第７回「毛筆伝説」

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／
１９６６カルテット ビートルズ・クラシックス・
コンサート …………………8月24日（金）
パレ若塾「魚さばき教室」……9月7日（金）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

つばな会　三宅　Tel:０９０-４３２３-５８５０

教育委員会事務局　Tel:0770-62-2731

■油絵を学ぶ者が寄り合ってから３０年の節目を
迎えるにあたり、共に学んだ者の作品が一堂に
会する展示をすることになりました。今回は特
に、退会された方の今後見ることができない貴
重な絵も展示しま
すので、ぜひお越
しいただき、楽し
んでください。

かげろう会→つばな会
発足３０周年記念作品展

音楽ホール

時間／午後　　
応募締切／ 9月20日（木）
会場／パレア若狭音楽ホール
出演料／無料
※出演希望者が多数となった場合は、重複する内容

での抽選など、ハート＆アート実行委員会での選考
により決定します。詳しくはお問い合わせください。

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日１７：００まで）
入場無料

9月14日（金）～17日（月・祝）

展示期間／

9月15日（土）～11月4日（日）

※火曜休館

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日１5：００まで）
入場無料

9月20日（木）～30日（日）※火曜休館

開演／ 9：30　　開場／ 9：00

若狭町人権意識高揚大会
～“やさしいきもち”になろうよ～
■お互いに思いやる豊かな心を育むとともに、
人権意識の高揚と啓発を目的に、「人権メッ
セージ作品、家庭の日啓発作文」の表彰式と
発表、人権映画上映会を開催します。
第１部　人権メッセージ作品
　　　　家庭の日啓発作文
　　　　表彰式・発表
第２部　人権映画上映会

■「だれでもライブ」は、歌いたい人・演奏したい
人がだれでも出演できる企画です。この企画で
歌う・演奏する・踊るなどで出演する個人・グルー
プを募集します。カラオケで出場の方には、フェ
スタサポーターによる生演奏伴奏もあり。ソロで
の演奏やバンドメンバーとの出演なども大歓迎。

若狭町伝統文化保存協会創立１０周年記念

第９回伝統文化のつどい
■島根県石見地方が誇る郷土芸能「石見神楽」
と400年にわたり城下町郡上八幡で歌い踊り
続けられている「郡
上おどり」、若狭町
内の神事芸能「多由
比神社の王の舞」を
上演します。

●いつもはカラオケで歌っています。生演奏の
伴奏で歌ってみたい。

●仲間とバンド練習しています。単独ライブは難
しいけど、パレアで１、２曲弾くのは楽しそう。

●パレアのピアノを一度弾いてみたかった。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭三方縄文博物館

ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内　Tel:0770-62-2508

若狭町伝統文化保存協会事務局
歴史文化課（若狭三方縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内　Tel:0770-62-2508

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2508

若狭町まつり実行委員会事務局
（若狭町総合戦略課観光交流室内） Tel:０７７０‐４５‐９１１１

時間／ 10：00 ～ 20：00
9月16日（日）開催日／

会場／縄文ロマンパーク

時間／ 10：30 ～ 11：30（受付 10:15 ～ 10:30）
集合場所／パレア若狭音楽ホールホワイエ

料金／一般 200円　学生 100円
案内／パレア文化課 職員
対象／小学4年生以上　　定員／ 20名

服装／歩きやすい靴、パンツ・ズボン
　　　（※狭所でも安全に歩けるもの）
　　　※ヘルメットは主催者で準備します。

時間／ 10：00 ～ 15：00
場所／パレア若狭多目的テラス
参加料／ 100円（粘土500g）
　　　　※追加400円で焼成できます
　　　　　（完成は約1ヶ月後）
対象／ 0歳～大人まで

開演／13：30　 開場／13：00
会場／パレア若狭音楽ホール
入場無料

内容／若狭縄文丸木舟競漕、五湖レンジャー
ショー、縄文DOKIDOKIキャンプ、若
祭GO！、うまいもん屋台、特産品ＰＲ
ブース、灯篭、縄文博物館特別営業（カ
フェなど）、年縞博物館入館無料　など
※若祭ファンタジー（花火）はありませんの
でご了承ください。

『パレ若塾』 パレア若狭音楽ホール

 バックステージツアー
■世界的なアーティストが使用した楽屋や音響・
照明室、屋根裏など、普段は見ることができな
い華やかな公演の舞
台裏を案内します。パ
レア開館後初！のこの
機会に、冒険感覚で
ぜひご参加ください。

だれでも陶芸・粘土遊び
■地元（末野・越前）の粘土をさわって、子ども
も大人もみんなで楽しみましょう！粘土あそび
から焼きものづくりまで、自由な創作ができま
す。電動ろくろの体験コーナーもあります。ご
家族・ご友人みなさんでお楽しみください。

時間／ 13：30 ～ 16：00（縄文博物館）
9月30日（日）開催日／

第3回若狭町歴史環境講座

シンポジウム 三方五湖の古環境と
古代人のくらしを考える

若狭三方縄文博物館 秋季企画展

「三方五湖とともにくらした
 弥生時代」

１９６６カルテット
ビートルズ・クラシックス・コンサート

■今もなお、愛され続けているビートル
ズやクイーン、マイケル・ジャクソンの
名曲を、クラシックのテクニックをベー
スにカヴァーを行う女性カルテット。ク
ラシックの上品なイメージを破る、ロッ
ク・スピリッツ溢れるパフォーマンス !
　クラシックや弦楽アンサンブルに馴染
みがなくても、楽しめるコンサートです。
きっと、このコンサートをきっかけに弦
楽アンサンブル好きになるはずです。

料金／一般 ２,０００円
　　　学生 １,０００円
　　　　※指定席　未就学児入場不可

プログラム（予定）
・イエスタデイ　　　・レット・イット・ビー
・ハロー・グット・バイ　・抱きしめたい　ほか

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／9月8日（土）

出演／１９６６カルテット
　　　松浦梨沙、花井悠希、
　　　林はるか、増田みのり

主催／若狭町　後援／福井新聞社

チケット
好評発売中！

ピアノ教室ドリームｉ  井上　Tel:090-3888-1903

■ 当教室40年の節目を迎える発表会となりま
す。指導者と生徒たちとが共に創り上げてまい
りました。ピアノ独奏・連弾・アンサンブル、ＯＢ
によるゲスト演奏等、歌心と情熱をもって演奏
致します。ぜひご来場の上、お楽しみください。

ピアノ教室ドリームｉ
ピアノ発表会

9月2日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料

重田美幸音楽教室　Tel:090-3290-9302

■pfミュージックに通う生徒の発表会と、卒業
生によるピアノ演奏やアンサンブルなど、楽し
い内容です。お気軽にご来場いただき、お楽し
みください。

第56回

ｐｆ（ピアノフォルテ）
ミュージックコンサート

9月30日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料

jet創楽堂支部　Tel:0770-25-７８８１

■ jet（全日本エレクトーン指導者協会）に属
する講師とレッスン生によるピアノ・エレクトー
ンコンサートです。ソロ演奏のほかにも連弾や
アンサンブル、歌など楽しめるプログラムに
なっています。ぜひお越しください。

jet Joint Concert

9月17日（月・祝）開催日／
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
入場無料

時間／ 9：30 ～ 12：00

講師／地元の漁師さん（水産研究会）
対象／小学４年生以上（定員20名）
参加料／１,０００円／人
持物／エプロン、三角巾

会場／パレア若狭キッチンスタジオ

9月30日（日）開催日／

福祉と文化の祭典

10月20日（土） 催し 10月21日（日） 催し

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、ひとりひとりの「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「みんなで
いこう！」をテーマにしたお祭りです。

募集するのは　こんな方

あなたが「好きなこと」でだれかを元気に

主催／若狭町人権教育推進協議会、青少年育
成若狭町民会議、若狭町教育委員会

講師／中川毅 氏（立命館大学・古気候学研究
センター長）、北川淳子 氏（福井県年
縞博物館学芸員）、小島秀彰 氏（若狭
三方縄文博物館学芸員）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

会場／若狭三方縄文博物館特別展示室

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
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若狭東高校　森　Tel:０７７０-５６-０４００
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使い方などを教えてもらいます。若狭町の海
で捕れた新鮮なお魚を自分でさばいて食べま
しょう！
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つばな会　三宅　Tel:０９０-４３２３-５８５０

教育委員会事務局　Tel:0770-62-2731

■油絵を学ぶ者が寄り合ってから３０年の節目を
迎えるにあたり、共に学んだ者の作品が一堂に
会する展示をすることになりました。今回は特
に、退会された方の今後見ることができない貴
重な絵も展示しま
すので、ぜひお越
しいただき、楽し
んでください。

かげろう会→つばな会
発足３０周年記念作品展

音楽ホール

時間／午後　　
応募締切／ 9月20日（木）
会場／パレア若狭音楽ホール
出演料／無料
※出演希望者が多数となった場合は、重複する内容

での抽選など、ハート＆アート実行委員会での選考
により決定します。詳しくはお問い合わせください。

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日１７：００まで）
入場無料

9月14日（金）～17日（月・祝）

展示期間／

9月15日（土）～11月4日（日）

※火曜休館

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日１5：００まで）
入場無料

9月20日（木）～30日（日）※火曜休館

開演／ 9：30　　開場／ 9：00

若狭町人権意識高揚大会
～“やさしいきもち”になろうよ～
■お互いに思いやる豊かな心を育むとともに、
人権意識の高揚と啓発を目的に、「人権メッ
セージ作品、家庭の日啓発作文」の表彰式と
発表、人権映画上映会を開催します。
第１部　人権メッセージ作品
　　　　家庭の日啓発作文
　　　　表彰式・発表
第２部　人権映画上映会

■「だれでもライブ」は、歌いたい人・演奏したい
人がだれでも出演できる企画です。この企画で
歌う・演奏する・踊るなどで出演する個人・グルー
プを募集します。カラオケで出場の方には、フェ
スタサポーターによる生演奏伴奏もあり。ソロで
の演奏やバンドメンバーとの出演なども大歓迎。

若狭町伝統文化保存協会創立１０周年記念

第９回伝統文化のつどい
■島根県石見地方が誇る郷土芸能「石見神楽」
と400年にわたり城下町郡上八幡で歌い踊り
続けられている「郡
上おどり」、若狭町
内の神事芸能「多由
比神社の王の舞」を
上演します。

●いつもはカラオケで歌っています。生演奏の
伴奏で歌ってみたい。

●仲間とバンド練習しています。単独ライブは難
しいけど、パレアで１、２曲弾くのは楽しそう。

●パレアのピアノを一度弾いてみたかった。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭三方縄文博物館

ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内　Tel:0770-62-2508

若狭町伝統文化保存協会事務局
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ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
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若狭町パレア文化課
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若狭町まつり実行委員会事務局
（若狭町総合戦略課観光交流室内） Tel:０７７０‐４５‐９１１１

時間／ 10：00 ～ 20：00
9月16日（日）開催日／

会場／縄文ロマンパーク

時間／ 10：30 ～ 11：30（受付 10:15 ～ 10:30）
集合場所／パレア若狭音楽ホールホワイエ

料金／一般 200円　学生 100円
案内／パレア文化課 職員
対象／小学4年生以上　　定員／ 20名

服装／歩きやすい靴、パンツ・ズボン
　　　（※狭所でも安全に歩けるもの）
　　　※ヘルメットは主催者で準備します。

時間／ 10：00 ～ 15：00
場所／パレア若狭多目的テラス
参加料／ 100円（粘土500g）
　　　　※追加400円で焼成できます
　　　　　（完成は約1ヶ月後）
対象／ 0歳～大人まで

開演／13：30　 開場／13：00
会場／パレア若狭音楽ホール
入場無料

内容／若狭縄文丸木舟競漕、五湖レンジャー
ショー、縄文DOKIDOKIキャンプ、若
祭GO！、うまいもん屋台、特産品ＰＲ
ブース、灯篭、縄文博物館特別営業（カ
フェなど）、年縞博物館入館無料　など
※若祭ファンタジー（花火）はありませんの
でご了承ください。

『パレ若塾』 パレア若狭音楽ホール

 バックステージツアー
■世界的なアーティストが使用した楽屋や音響・
照明室、屋根裏など、普段は見ることができな
い華やかな公演の舞
台裏を案内します。パ
レア開館後初！のこの
機会に、冒険感覚で
ぜひご参加ください。

だれでも陶芸・粘土遊び
■地元（末野・越前）の粘土をさわって、子ども
も大人もみんなで楽しみましょう！粘土あそび
から焼きものづくりまで、自由な創作ができま
す。電動ろくろの体験コーナーもあります。ご
家族・ご友人みなさんでお楽しみください。

時間／ 13：30 ～ 16：00（縄文博物館）
9月30日（日）開催日／

第3回若狭町歴史環境講座

シンポジウム 三方五湖の古環境と
古代人のくらしを考える

若狭三方縄文博物館 秋季企画展

「三方五湖とともにくらした
 弥生時代」

１９６６カルテット
ビートルズ・クラシックス・コンサート

■今もなお、愛され続けているビートル
ズやクイーン、マイケル・ジャクソンの
名曲を、クラシックのテクニックをベー
スにカヴァーを行う女性カルテット。ク
ラシックの上品なイメージを破る、ロッ
ク・スピリッツ溢れるパフォーマンス !
　クラシックや弦楽アンサンブルに馴染
みがなくても、楽しめるコンサートです。
きっと、このコンサートをきっかけに弦
楽アンサンブル好きになるはずです。

料金／一般 ２,０００円
　　　学生 １,０００円
　　　　※指定席　未就学児入場不可

プログラム（予定）
・イエスタデイ　　　・レット・イット・ビー
・ハロー・グット・バイ　・抱きしめたい　ほか

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／9月8日（土）

出演／１９６６カルテット
　　　松浦梨沙、花井悠希、
　　　林はるか、増田みのり

主催／若狭町　後援／福井新聞社

チケット
好評発売中！

ピアノ教室ドリームｉ  井上　Tel:090-3888-1903

■ 当教室40年の節目を迎える発表会となりま
す。指導者と生徒たちとが共に創り上げてまい
りました。ピアノ独奏・連弾・アンサンブル、ＯＢ
によるゲスト演奏等、歌心と情熱をもって演奏
致します。ぜひご来場の上、お楽しみください。

ピアノ教室ドリームｉ
ピアノ発表会

9月2日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料

重田美幸音楽教室　Tel:090-3290-9302

■pfミュージックに通う生徒の発表会と、卒業
生によるピアノ演奏やアンサンブルなど、楽し
い内容です。お気軽にご来場いただき、お楽し
みください。
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ｐｆ（ピアノフォルテ）
ミュージックコンサート

9月30日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料

jet創楽堂支部　Tel:0770-25-７８８１

■ jet（全日本エレクトーン指導者協会）に属
する講師とレッスン生によるピアノ・エレクトー
ンコンサートです。ソロ演奏のほかにも連弾や
アンサンブル、歌など楽しめるプログラムに
なっています。ぜひお越しください。

jet Joint Concert

9月17日（月・祝）開催日／
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
入場無料

時間／ 9：30 ～ 12：00

講師／地元の漁師さん（水産研究会）
対象／小学４年生以上（定員20名）
参加料／１,０００円／人
持物／エプロン、三角巾

会場／パレア若狭キッチンスタジオ

9月30日（日）開催日／

福祉と文化の祭典

10月20日（土） 催し 10月21日（日） 催し

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、ひとりひとりの「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「みんなで
いこう！」をテーマにしたお祭りです。

募集するのは　こんな方

あなたが「好きなこと」でだれかを元気に

主催／若狭町人権教育推進協議会、青少年育
成若狭町民会議、若狭町教育委員会

講師／中川毅 氏（立命館大学・古気候学研究
センター長）、北川淳子 氏（福井県年
縞博物館学芸員）、小島秀彰 氏（若狭
三方縄文博物館学芸員）

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

会場／若狭三方縄文博物館特別展示室

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
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