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今回の工事が「子どもたちのために！」の考えのもと、
学校を生き生きとよみがえらせましたので、その内容を紹介します。

改修検討会

改修ワークショップ

学識経験者、同窓会（卒業生）、保護者、教職員、行政関係者などが主に施設のコンセプトや
各教室の配置計画について意見収集を行いました。

生徒版改修ワークショップ これまであまり使われていなかった中庭に焦点をあて、「今後
どのように使いたいか」、「そのためには何が必要か」を生徒
目線から提案してもらいました。

この取り組みは、平成 27年度から毎年当時の 3年生を対象に開催し、代々引き継がれてきたものです。

施工ワークショップ
学校への愛着を深め、郷土心を育むため、中庭の芝生を
生徒を中心に施工しました。

検討会の有志メンバーを加えた教職員を中心に、
主に普段の学習・生活経験を振り返りながら、必
要とされる各教室の使用方法を検討しました。

わたしたちの上中中学校！！
Refreshしたリフレッシュ

第6回改修ワークショップ
第6回改修検討会
上中中学校校舎大規模改造工事　着工H29.7
上中中学校屋内運動場大規模改造工事　着工
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
上中中学校屋内運動場大規模改造工事　完成H30.2
上中中学校中庭整備工事　着工H30.8
中庭広場芝張り作業
  （中学1年生、中学2年生＋同窓会（卒業生））　

中庭広場芝張り作業
  （中学3年生＋同窓会（卒業生））

上中中学校校舎大規模改造工事　完成H30.10
上中中学校中庭整備工事　完成H30.11
上中中学校大規模改造　竣工式H30.12

第1回改修検討会H27.11
第1回改修ワークショップ
第2回改修ワークショップ
第2回改修検討会
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
第3回改修ワークショップ

校舎改築（1期工事）S57.3
校舎改築（2期工事）S58.1
体育館改築S58.10
建物の老朽化（雨漏り、汚れ）・
  機能性の低下（多様な学習形態に対応不可）…etc

学校施設老朽化対策先導事業　採択H27.6

第3回改修検討会

上中中学校大規模改造工事設計　着手H28.6
第4回改修検討会
第4回改修ワークショップ
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
第5回改修ワークショップ

改修基本計画策定H28.3

第5回改修検討会
同窓会の
声

改修検討会やワークショップに参加し、
生徒たちのために荒れていた中庭の整
備に協力しました。上中地域全戸を会員
とする同窓会として中庭の整備や備品購
入のため募金をさせていただきました。
芝生広場や3×3バスケットボールコート
をみんな笑顔で楽しく利用していただく
ことを願っています。

PTAの
声

今回の改修工事には、教職員、生徒や
地域の代表者など大勢のみなさんが、そ
れぞれの目線や立場で検討を重ねられ
た結果が形となった”より良い環境”が
整いました。竣工式で生徒代表の方も
おっしゃっていましたが、今後、大切に
使っていただくとともに、後世に語り継
がれていくことを望みます。

キ ー ワ ー ド
Refresh
・元気を回復させること
・気分を一新すること
・生き生きと
  よみがえらせること

キ ー ワ ー ド
ワークショップ
・参加者が専門家の助言を
  得ながら問題解決のため
  に行う研究集会のこと
・参加者が自主的活動方式
  で行う講習会のこと

3広報わかさ　2019年 4月号2 広報わかさ　2019年 4月号



今回の工事が「子どもたちのために！」の考えのもと、
学校を生き生きとよみがえらせましたので、その内容を紹介します。

改修検討会

改修ワークショップ

学識経験者、同窓会（卒業生）、保護者、教職員、行政関係者などが主に施設のコンセプトや
各教室の配置計画について意見収集を行いました。

生徒版改修ワークショップ これまであまり使われていなかった中庭に焦点をあて、「今後
どのように使いたいか」、「そのためには何が必要か」を生徒
目線から提案してもらいました。

この取り組みは、平成 27年度から毎年当時の 3年生を対象に開催し、代々引き継がれてきたものです。

施工ワークショップ
学校への愛着を深め、郷土心を育むため、中庭の芝生を
生徒を中心に施工しました。

検討会の有志メンバーを加えた教職員を中心に、
主に普段の学習・生活経験を振り返りながら、必
要とされる各教室の使用方法を検討しました。

わたしたちの上中中学校！！
Refreshしたリフレッシュ

第6回改修ワークショップ
第6回改修検討会
上中中学校校舎大規模改造工事　着工H29.7
上中中学校屋内運動場大規模改造工事　着工
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
上中中学校屋内運動場大規模改造工事　完成H30.2
上中中学校中庭整備工事　着工H30.8
中庭広場芝張り作業
  （中学1年生、中学2年生＋同窓会（卒業生））　

中庭広場芝張り作業
  （中学3年生＋同窓会（卒業生））

上中中学校校舎大規模改造工事　完成H30.10
上中中学校中庭整備工事　完成H30.11
上中中学校大規模改造　竣工式H30.12

第1回改修検討会H27.11
第1回改修ワークショップ
第2回改修ワークショップ
第2回改修検討会
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
第3回改修ワークショップ

校舎改築（1期工事）S57.3
校舎改築（2期工事）S58.1
体育館改築S58.10
建物の老朽化（雨漏り、汚れ）・
  機能性の低下（多様な学習形態に対応不可）…etc

学校施設老朽化対策先導事業　採択H27.6

第3回改修検討会

上中中学校大規模改造工事設計　着手H28.6
第4回改修検討会
第4回改修ワークショップ
生徒版改修ワークショップ（中学3年生）
第5回改修ワークショップ

改修基本計画策定H28.3

第5回改修検討会
同窓会の
声

改修検討会やワークショップに参加し、
生徒たちのために荒れていた中庭の整
備に協力しました。上中地域全戸を会員
とする同窓会として中庭の整備や備品購
入のため募金をさせていただきました。
芝生広場や3×3バスケットボールコート
をみんな笑顔で楽しく利用していただく
ことを願っています。

PTAの
声

今回の改修工事には、教職員、生徒や
地域の代表者など大勢のみなさんが、そ
れぞれの目線や立場で検討を重ねられ
た結果が形となった”より良い環境”が
整いました。竣工式で生徒代表の方も
おっしゃっていましたが、今後、大切に
使っていただくとともに、後世に語り継
がれていくことを望みます。

キ ー ワ ー ド
Refresh
・元気を回復させること
・気分を一新すること
・生き生きと
  よみがえらせること

キ ー ワ ー ド
ワークショップ
・参加者が専門家の助言を
  得ながら問題解決のため
  に行う研究集会のこと
・参加者が自主的活動方式
  で行う講習会のこと

3広報わかさ　2019年 4月号2 広報わかさ　2019年 4月号



3 階
平面図

PH階平面図

1 階
平面図

2階
平面図

改 修 ポ イ ン ト
・照明は太陽光に近く、目が疲れにくい白色を採用
・直付けの黒板灯で黒板が見やすい
・ロッカーが大きくなり使いやすい

教室

特別支援学級トライ室

省エネ化

各学年ごとの打合せなど多目的に使用ST

改 修 ポ イ ン ト
学年ごとのまとまりを創出しつつ、
日当りのよい両端に配置替え

改 修 ポ イ ン ト
利用目的に応じて
間仕切りを変更できる
多目的スペースを設置

改 修 ポ イ ン ト
校舎中央に学びの拠点として、
図書館とPC室が一体化した
メディアセンターを設置

改 修 ポ イ ン ト
学年ごとにトイレを設置
他学年を気にせず使用可

改 修 ポ イ ン ト
中庭出入口の再開

改 修 ポ イ ン ト
バリアフリー化を促進

多目的トイレ

改 修 ポ イ ン ト
OAフロア化で
すっきり配線、
収納も大きく効率UP

職員室

・全館LED化で消費電力を約70%低減
・自然換気窓で不要な暖気を排除
・ペアガラス化で断熱効果UP

屋上にある自然換気窓
白を基調に
木材も多用して
明るく、優しいイメージになりました。
全館ペアガラスになり
断熱性も高く快適な学校です。

連絡通路（上中gallery）

2か所の鉄製のドアにより遮音効果が良く、可動
間仕切りを開放することで教室と廊下をつない
で広く使うことができます。

•簡単で使いやすい可動間仕切りがあり、
広くゆったりと使うことができる。
•自然光もたっぷり入り、明るくなった。
•遮音効果により、気兼ねなく音を出して
活動ができる。

音楽室

生徒の
声

吹奏楽部

交流の拠点となる芝生広場と3×3バスケットボールコート
ができました。

•昼休みなどの短い時間でも、外で楽しむこ
とが多くなった。気分転換にもなる。
•バスケットコートがきれいに整備され楽しん
で使っている。

中庭広場

フロア研磨して
リフレッシュ

体育館

生徒の
声

可動間仕切りにより、学習発表会や合唱練習など、色々
な使い方ができます。廊下側も開放して、広く使うこと
ができます。

•クラスを隔てることなく、学年全員でも集ま
ることができる。
•プロジェクターもあって、広い壁はマグネッ
トも使えて掲示もできる。

多目的室

生徒の
声

パソコン室と図書室が一緒になっています。机・イスも自由に
配置することができます。（机にはPC対応のコンセントもつい
ています）

•図書館とつながっており、調べ物がしやすい。
•スクリーンも大きく、プロジェクターの映像を大
人数で見ることができる。

メディアセンター

生徒の
声

改修のポイント
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DOKI!情報局ドキ!

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／
若狭高校演劇部 公演…………6月1日（土）
奥田弦ジャズワールド…………6月15日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

平成の若狭町展
■若狭町になってからの平成を代表した写真
で振り返ります。昨年は当町でも「福井しあわ
せ元気国体」が開かれ、美方高校写真部がそ
の様子を撮影してくれました。また、皇太子様
も来町され感慨深い年でした。若狭町の平成
を思いだし、新しい年（元号）を皆さんで迎え
ましょう。
展示期間／

時間／9：00～ 20：00
4月6日（土）～28日（日）

時間／13：30～ 15：00

講師／反田和宏 氏
　　　（Gettyimages® 契約フォトグラファー）

場所／パレア若狭　研修室A

3月31日（日）開催日／

『映える！』 写真のアイデア講座
■「インスタ映えする」「フォトジェニックな」と
形容される写真を撮りたい人のための講座。
単に写真写りの良いフォ
トスポットで撮影するので
はなく、撮影のアイデア
と準備次第で面白い絵が
撮れることを学びます。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

対象／定員３０名　※定員になり次第受付終了
受講料／ 1,000円　※ドリンク・スナック付

高鳥ピアノ教室　Tel:090-3292-0818

■音楽ホールでの演奏等を記録メディアにデ
ジタル録音できる「録音プラン」を、4/1（月）
から運用します。各種審査用音源の作成や音
楽練習の参考などにご活用ください。

あなたもCDデビュー!♪
音楽ホール「録音プラン」

三方五湖 春まつり

料金／午前・午後（8:30～ 17:00）1,000円*
　　　夜間（18:00～ 22:00）2,000円*
　　　（*1時間当り）

Kazuhiro Tanda

時間／ 10：00～ 11：30

講師／瀬戸山一志 氏
　　　（フィットネスパレア若狭責任者）

場所／パレア若狭　研修室A集合
　　　※天候がいい場合は館外へ出ます

4月20日（土）開催日／

ミズノウォーキング教室
■ウォーキングは手軽に始められる健康法です
が、むやみに歩いても運動効果は上がりませ
ん！正しい姿勢と歩き方を身につけて、健康増
進はもちろん、美容・ダイエット効果の促進も
目指しましょう。

対象／定員２０名　※中学生以上
　　　※定員になり次第受付終了
受講料／一般 １,０００円
　　　　フィットネスパレア若狭会員 ５００円
服装・持物／動きやすい服装と靴、タオル、飲物

開演／ 18：00　　開場／ 17：30

タイトル／「クミちゃんとスランプの精」

入場無料（要入場券）
※4歳以上入場可能
※未就学児は中学生以上のご家族同伴でお願いします。
※自由席

奥田弦ジャズワールド
inパレア若狭
（ゲスト：美方高校吹奏楽部！）

プログラム（予定）
•トルコ行進曲（奥田弦ジャズアレンジ）
•マイ・フェイバリット・シングス（奥田弦アレンジ） ほか

若狭高校演劇部 公演
■パレア若狭初の演劇企画！嶺南地域の高校
で唯一の「若高演劇部」による「演劇」の上演。
演劇の世界を気軽に!楽しく!体感し、参加者
同士が交流できる様々な要素を盛り込んだ
「ワークショップ」と併せて実施します。

6月15日（土）開催日／

開演／14：00　  開場／ 13：30
料金／一般 2,000円　高校生以下 1,000円
※5歳以上入場可能　※指定席

6月29日（土）開催日／

じゃっこう

開演／ 12：30　　開場／ 12：00
入場無料

スプリング・コンサート
■子どもから大人までのピアノ発表会です。
ぜひ、ご来場ください。

4月14日（日）開催日／

開演／19：30

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.2 
ブラームスはお好き？
～真夏の夜の室内楽～
開催日／

開演／ 13：30（予定）

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.3 
若狭ブラスフェスタ2019
開催日／

出演／大谷中学・高校吹奏楽部　美方高校吹奏楽部

プログラム  ・J.ブラームス：クラリネットトリオ 作品114
　　　　　  ・R.シューマン：幻想小曲集 作品73　ほか

4/27（土）

チケット発
売

5/25（土）

チケット発
売

開演時刻未定

NHK公開収録番組
開催日／

出演予定／いとう あさこ
　　　　　横山だいすけ
　　　　　すイエんサーガールズほか

2019年度 公演スケジュール

7月24日（水）

8月18日（日）

10月6日（日）

開演／ 14：00

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.4 
福井の星☆
エトワールアーティストコンサート
開催日／

※[ワンコイン]料金…一般 500円　高校生以下 100円
※上記内容は、予告なく変更になる場合がございます。

3月1日（日）

ワンコイン 自由席 未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

ワンコイン

要事前申込

自由席 4歳以上入場可能

ワンコイン 自由席

開演／ 14：00

Special chamber concert in若狭
開催日／

料金／一般 3,000円　ペア 5,000円
　　　青少年(25歳以下) 1,000円

12月1日（日）

指定席 ジュニア招待

申込受付時
期

後日発表

9/28（土）

チケット発
売

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

三方五湖広域観光協議会事務局  Tel:0770-45-9111

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

なるほど知図帳 日本 2019
なるほど知図帳 世界 2019 

図書館からのオススメ本

　日本の様々な最新情報をテーマ別に解説した “情
報系”日本地図帳と、世界の情勢をテーマごとに、“地
図的” に紹介した “情報系” 世界地図帳。
　気になる話題やキーワードの解説、データを基に
したグラフやランキングで、詳しい情報を分かりや
すく紹介。

おはなしたまてばこ
　図書館パレア館おはなしコーナーにて、毎
月第２土曜日１１：００に絵本の読み聞かせと、
工作遊びを行います。参加無料で、赤ちゃん
から参加できます。

4月13日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

4月27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１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

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
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

3月30日（土）・31日（日）開催日／
（荒天の場合は中止）

場所／
【イベント】
　レインボーライン第１駐車場ほか
【神　  事】
　山の神事…レインボーライン山頂公園
　湖の神事…若狭町観光船レイククルーズ

時間／両日とも10:00～ 15:00　

条件／①録音希望日の3日前までに申込む
　　　②「SDカード」「USBメモリー」
　　　　いずれかの記録メディアを持参する

（※1分の録音に1~10MBの空き容量が
必要です。十分な空き容量のあるメディア
をご用意ください。）

　　　※お気軽に問い合わせください。

イベント内容／
美浜町・若狭町の美味しい食べ物やイベント
が堪能できます！！
●振る舞い
　日本農業遺産認定記念三方湖のコイ汁
　＆手作りへしこおにぎり
●地元特産品の販売
●山頂公園茶室にてお抹茶のおもてなし
●みはまもちっこ隊
　３月３１日（日）のみ、午前・午後１回ずつ
●バルーンアート無料配布
●＃キャンペーン
レインボーライン山頂公園の写真等をハッ
シュタグをつけてInstagram・Twitterに
アップすると特産品が当たる！！

6/1（土）

チケット発
売

菊地秀夫
（クラリネット）

福野桂子
（チェロ）

大宅さおり
（ピアノ）

奥井理澄
（ピアノ）

山田りか
（ピアノ）

植村太郎
（ヴァイオリン）

西川茉利奈
（ヴァイオリン）

朴梨恵
（ヴィオラ）

荒井結
（チェロ）

7広報わかさ　2019年 4月号6 広報わかさ　2019年 4月号

音楽ホール

3/30（土）9：
00

入場券配布

4/6（土）9：
00

チケット発売
開始

■今回のテーマは “海”。
子どもたちの爆発的な支
持を得た絵本「カニツン
ツン」も登場します。さあ、
みんなで、海の世界をの
ぞいてみよう！

★パレアカフェのコーヒー・ジュース割引券つき！
★みんなで大合奏！
　…前日までに「がちゃがちゃマラカス」を作り大合奏します。
　※対象：小学生以下　※材料費：無料
★「海の絵」等募集！
　…当日舞台で投影する “海” をテーマにした作品を募集。
　※応募＆来場者には「キャラクターパン」をプレゼント！
　　　　　　　　　　　　　　　 ※詳しくはお問い合わせください。

開催日／5月11日（土）
開演／ 11：00　　開場／ 10：30
料金／一般 500 円　中学・高校生 100 円
小学生以下 無料（要入場券）
※0歳児からご入場いただけます。　※自由席
※未就学児は中学生以上のご家族同伴でお願いします。

プログラム
・間宮芳生：カニツンツン
・ハチャトゥリアン：“ガイーヌ”より
 レズギンカ
・うみ（童謡）　ほか

吉川真澄（ソプラノ）

絵本「カニ ツンツン」
（金関寿夫／文　元永定正／絵　福音館書店）

平岡愛子（マリンバ）

山崎智里（パーカッション） 大宅さおり（ピアノ）

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.1
ひよこコンサート♪たんけん！うみのせかい

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

チケット
好評発売中！

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■驚異的なテクニックとアレンジ・作曲力を兼ね
備えた17歳高校生ジャズピアニスト“奥田弦”。
瑞々しい感性から奏でられる音色は、聴く者を
惹きつけてやまない。今回、
同世代の美方高校吹奏楽部
も共演。オリジナル曲やジャ
ズスタンダードは勿論、クラ
シックの名曲までもジャズア
レンジし弾きこなす奥田弦の
世界をどうぞお聴き逃しなく。

奥田弦



DOKI!情報局ドキ!

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／
若狭高校演劇部 公演…………6月1日（土）
奥田弦ジャズワールド…………6月15日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

平成の若狭町展
■若狭町になってからの平成を代表した写真
で振り返ります。昨年は当町でも「福井しあわ
せ元気国体」が開かれ、美方高校写真部がそ
の様子を撮影してくれました。また、皇太子様
も来町され感慨深い年でした。若狭町の平成
を思いだし、新しい年（元号）を皆さんで迎え
ましょう。
展示期間／

時間／9：00～ 20：00
4月6日（土）～28日（日）

時間／13：30～ 15：00

講師／反田和宏 氏
　　　（Gettyimages® 契約フォトグラファー）

場所／パレア若狭　研修室A

3月31日（日）開催日／

『映える！』 写真のアイデア講座
■「インスタ映えする」「フォトジェニックな」と
形容される写真を撮りたい人のための講座。
単に写真写りの良いフォ
トスポットで撮影するので
はなく、撮影のアイデア
と準備次第で面白い絵が
撮れることを学びます。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

対象／定員３０名　※定員になり次第受付終了
受講料／ 1,000円　※ドリンク・スナック付

高鳥ピアノ教室　Tel:090-3292-0818

■音楽ホールでの演奏等を記録メディアにデ
ジタル録音できる「録音プラン」を、4/1（月）
から運用します。各種審査用音源の作成や音
楽練習の参考などにご活用ください。

あなたもCDデビュー!♪
音楽ホール「録音プラン」

三方五湖 春まつり

料金／午前・午後（8:30～ 17:00）1,000円*
　　　夜間（18:00～ 22:00）2,000円*
　　　（*1時間当り）

Kazuhiro Tanda

時間／ 10：00～ 11：30

講師／瀬戸山一志 氏
　　　（フィットネスパレア若狭責任者）

場所／パレア若狭　研修室A集合
　　　※天候がいい場合は館外へ出ます

4月20日（土）開催日／

ミズノウォーキング教室
■ウォーキングは手軽に始められる健康法です
が、むやみに歩いても運動効果は上がりませ
ん！正しい姿勢と歩き方を身につけて、健康増
進はもちろん、美容・ダイエット効果の促進も
目指しましょう。

対象／定員２０名　※中学生以上
　　　※定員になり次第受付終了
受講料／一般 １,０００円
　　　　フィットネスパレア若狭会員 ５００円
服装・持物／動きやすい服装と靴、タオル、飲物

開演／ 18：00　　開場／ 17：30

タイトル／「クミちゃんとスランプの精」

入場無料（要入場券）
※4歳以上入場可能
※未就学児は中学生以上のご家族同伴でお願いします。
※自由席

奥田弦ジャズワールド
inパレア若狭
（ゲスト：美方高校吹奏楽部！）

プログラム（予定）
•トルコ行進曲（奥田弦ジャズアレンジ）
•マイ・フェイバリット・シングス（奥田弦アレンジ） ほか

若狭高校演劇部 公演
■パレア若狭初の演劇企画！嶺南地域の高校
で唯一の「若高演劇部」による「演劇」の上演。
演劇の世界を気軽に!楽しく!体感し、参加者
同士が交流できる様々な要素を盛り込んだ
「ワークショップ」と併せて実施します。

6月15日（土）開催日／

開演／14：00　  開場／ 13：30
料金／一般 2,000円　高校生以下 1,000円
※5歳以上入場可能　※指定席

6月29日（土）開催日／

じゃっこう

開演／ 12：30　　開場／ 12：00
入場無料

スプリング・コンサート
■子どもから大人までのピアノ発表会です。
ぜひ、ご来場ください。

4月14日（日）開催日／

開演／19：30

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.2 
ブラームスはお好き？
～真夏の夜の室内楽～
開催日／

開演／ 13：30（予定）

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.3 
若狭ブラスフェスタ2019
開催日／

出演／大谷中学・高校吹奏楽部　美方高校吹奏楽部

プログラム  ・J.ブラームス：クラリネットトリオ 作品114
　　　　　  ・R.シューマン：幻想小曲集 作品73　ほか

4/27（土）

チケット発
売

5/25（土）

チケット発
売

開演時刻未定

NHK公開収録番組
開催日／

出演予定／いとう あさこ
　　　　　横山だいすけ
　　　　　すイエんサーガールズほか

2019年度 公演スケジュール

7月24日（水）

8月18日（日）

10月6日（日）

開演／ 14：00

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.4 
福井の星☆
エトワールアーティストコンサート
開催日／

※[ワンコイン]料金…一般 500円　高校生以下 100円
※上記内容は、予告なく変更になる場合がございます。

3月1日（日）

ワンコイン 自由席 未就学児入場不可

未就学児入場不可

未就学児入場不可

ワンコイン

要事前申込

自由席 4歳以上入場可能

ワンコイン 自由席

開演／ 14：00

Special chamber concert in若狭
開催日／

料金／一般 3,000円　ペア 5,000円
　　　青少年(25歳以下) 1,000円

12月1日（日）

指定席 ジュニア招待

申込受付時
期

後日発表

9/28（土）

チケット発
売

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

三方五湖広域観光協議会事務局  Tel:0770-45-9111

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

なるほど知図帳 日本 2019
なるほど知図帳 世界 2019 

図書館からのオススメ本

　日本の様々な最新情報をテーマ別に解説した “情
報系”日本地図帳と、世界の情勢をテーマごとに、“地
図的” に紹介した “情報系” 世界地図帳。
　気になる話題やキーワードの解説、データを基に
したグラフやランキングで、詳しい情報を分かりや
すく紹介。

おはなしたまてばこ
　図書館パレア館おはなしコーナーにて、毎
月第２土曜日１１：００に絵本の読み聞かせと、
工作遊びを行います。参加無料で、赤ちゃん
から参加できます。

4月13日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

4月27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１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

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
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

3月30日（土）・31日（日）開催日／
（荒天の場合は中止）

場所／
【イベント】
　レインボーライン第１駐車場ほか
【神　  事】
　山の神事…レインボーライン山頂公園
　湖の神事…若狭町観光船レイククルーズ

時間／両日とも10:00～ 15:00　

条件／①録音希望日の3日前までに申込む
　　　②「SDカード」「USBメモリー」
　　　　いずれかの記録メディアを持参する

（※1分の録音に1~10MBの空き容量が
必要です。十分な空き容量のあるメディア
をご用意ください。）

　　　※お気軽に問い合わせください。

イベント内容／
美浜町・若狭町の美味しい食べ物やイベント
が堪能できます！！
●振る舞い
　日本農業遺産認定記念三方湖のコイ汁
　＆手作りへしこおにぎり
●地元特産品の販売
●山頂公園茶室にてお抹茶のおもてなし
●みはまもちっこ隊
　３月３１日（日）のみ、午前・午後１回ずつ
●バルーンアート無料配布
●＃キャンペーン
レインボーライン山頂公園の写真等をハッ
シュタグをつけてInstagram・Twitterに
アップすると特産品が当たる！！

6/1（土）

チケット発
売

菊地秀夫
（クラリネット）

福野桂子
（チェロ）

大宅さおり
（ピアノ）

奥井理澄
（ピアノ）

山田りか
（ピアノ）

植村太郎
（ヴァイオリン）

西川茉利奈
（ヴァイオリン）

朴梨恵
（ヴィオラ）

荒井結
（チェロ）
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音楽ホール

3/30（土）9：
00

入場券配布

4/6（土）9：
00

チケット発売
開始

■今回のテーマは “海”。
子どもたちの爆発的な支
持を得た絵本「カニツン
ツン」も登場します。さあ、
みんなで、海の世界をの
ぞいてみよう！

★パレアカフェのコーヒー・ジュース割引券つき！
★みんなで大合奏！
　…前日までに「がちゃがちゃマラカス」を作り大合奏します。
　※対象：小学生以下　※材料費：無料
★「海の絵」等募集！
　…当日舞台で投影する “海” をテーマにした作品を募集。
　※応募＆来場者には「キャラクターパン」をプレゼント！
　　　　　　　　　　　　　　　 ※詳しくはお問い合わせください。

開催日／5月11日（土）
開演／ 11：00　　開場／ 10：30
料金／一般 500 円　中学・高校生 100 円
小学生以下 無料（要入場券）
※0歳児からご入場いただけます。　※自由席
※未就学児は中学生以上のご家族同伴でお願いします。

プログラム
・間宮芳生：カニツンツン
・ハチャトゥリアン：“ガイーヌ”より
 レズギンカ
・うみ（童謡）　ほか

吉川真澄（ソプラノ）

絵本「カニ ツンツン」
（金関寿夫／文　元永定正／絵　福音館書店）

平岡愛子（マリンバ）

山崎智里（パーカッション） 大宅さおり（ピアノ）

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.1
ひよこコンサート♪たんけん！うみのせかい

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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好評発売中！
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■驚異的なテクニックとアレンジ・作曲力を兼ね
備えた17歳高校生ジャズピアニスト“奥田弦”。
瑞々しい感性から奏でられる音色は、聴く者を
惹きつけてやまない。今回、
同世代の美方高校吹奏楽部
も共演。オリジナル曲やジャ
ズスタンダードは勿論、クラ
シックの名曲までもジャズア
レンジし弾きこなす奥田弦の
世界をどうぞお聴き逃しなく。

奥田弦


