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福祉と文化の祭典
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日ごろの「オレンジカフェ」の活動。
ハート＆アート初参加です。P5 の紹介もご覧ください。
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※ 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生き生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。）

ハート&アートフェスタが目指すのは…
～異なる視点を互いに開示し、出会い、
受容し合うことができる場をつくること～
福 祉 分 野・・・ いろんな見え方・考え方がある
健 康 分 野・・・ 心と体のことを知る
アート分野・・・ひとりひとりの見え方や感じ方の
違いはこんなふうに表現される

基本は人権尊重の
考え方だね！

ハートとアートを統合すると…

「表現すること」と「受け入れること」
私のものの見かたを他の人に伝えてみよう
他の人のものの見かたをもっと知ろうとしてみよう
私のことも他の人のことも、
もっとよくわかり
異なる立場にある人への理解が深まる
よりよい共生社会づくりへ

ハート＆アートフェスタ2018 実行委員会 会長

山田 善市

さん

秋は四季の中で穏やかな良い季節です。運動や文化、それに味覚も楽しめ
る時季ですね。ハート＆アートフェスタは、福祉や健康のことと芸術の分野
が交わって、新しいものの見方を発見してもらおうと考えたイベントです。今年は人権のこ
とも加わりました。ぜひ見に来てください。そしてみなさんが自分の好きなかたちで自由に
参加してください。垣根を取り払ってみんなで集いましょう。色々なことと出会って知って、
これからの生活をみんなで楽しみましょう。
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サポーター募集
実行委員会ではスタッフとして運営にたずさわってくださる方を募集しています。
フェスタ当日の赤い羽根共同募金活動、福祉車両での送迎(運転・乗降サポート)、子ども・お年
寄り・障がいを持った方など、サポートを必要とする参加者が多い催事でのサポート活動、交流
企画の運営など。だれでも気軽にお祭りをつくることに参加出来ます。

福祉車両による送迎
「人権意識高揚大会」
「きらりアート展表彰式」を観覧したい方のための送迎車を運
行します。若狭町社会福祉協議会が、所有・管理している車イスでの乗車が可能な
福祉車両による運行です。車両台数の関係上、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困難な方を優先して送迎します。

交流企画～だれでもライブ～
音楽ホールでの交流企画を準備中のサポー
ター代表として、小林容子さん（写真左）と清
水可南子さん（写真右）のお2人に聞きました。

福祉にかたよるのでもなく、アートにかたよるのでもなく、心と体のバリア
フリーをめざして、支援を必要としている人も、高齢者も、子どもたちも、
子育て中のお母さんも、みんなが一歩踏み出すお手伝いをしたいです。
若狭町に、こんな響きのいいホールがあって、立
派なピアノがあるのはすてきなこと。たくさんの人
にパレアの音楽ホールを身近に感じてもらえる機
会にもしたいです。

ピアノも気軽に弾いてもらいたいし、ひとりでステー
ジに立つのは不安だな、という方には、伴奏などで
しっかりサポートさせてもらいます。だれでも気軽にス
テージに立てる企画になるよう準備中です。

2 児、3 児のお母さんでもある2 人。当日は、2 人のように交流企画を担っているお母さんのサポート、子どもを
連れて来場する家族づれや、お年寄りのサポート役として、あなたも支え合う場に参加しませんか？

ライブに出演したり、フェスタに参加したい人を会場まで送迎するサポートをしたり、
会場にいる人々の笑顔に出会って元気をもらったり、
「好きなこと」
・
「だれかを元気にすること」
・
「支えること」がぐるぐるめぐるフェスタに。

さら に 充 実 し た 共 生 社 会 へ 向 か っ て ！
問い合わせ／ハート＆アートフェスタ２０１８実行委員会事務局（パレア文化課内）
☎０７７０－６２－２５０８
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フェスタを盛り上げている
団体の活動紹介 ( 一部のご紹介です )
若狭町社会福祉協議会
第 9 回きらりアート展
障がい者および特別に支援
を必要とする児童・生徒の
アート作品展です。迫力あ
る作品が並び必見です。
赤い羽根共同募金街頭運動

ミズノスポーツサービス（株）
パレア若狭でフィットネスクラブを運営して
います。当日は4 種目の測定を行います。
ご自身の体力年齢を調べてみませんか？

コミュニティーネットワークふくい
障がい者の自立と社会参画を目指し、就業促進と事業創出を
考える事業所です。当日はスティックリング、昔あそびなどをス
タンプラリー形式で行います。お楽しみマーケットでは自社製
品等を販売します。お気軽にご来店ください。

デイサービス作品展

みなさんからの募金が若狭町 若狭町社協各事業所で行っ
内で困っている誰かの「あり ているデイサービス利用者の
がとう」につながっています。 創作活動作品を展示します。

若狭ねっと

若狭町・美浜町地域障害児 ( 者 )自立
支援協議会事務局も担っています。障
がいをもった人たちが地域で生活出来
るように、関係機関と連携して活動しています。当日は嶺南
各地の障害者就労支援事業所で作った商品を販売します。

オレンジカフェ（福祉課から）
オレンジカフェは、ボランティアや福祉専門
職が中心になり、運営しているカフェです。
毎月第 2・第 4 水曜日の10：00 ～ 12：00に若狭町歴史
文化館 2 階会議室で開催し、これまでたくさんの方に来て
いただいております。9 月からは第 2 水曜日の18：00 ～
20：00にリブラ若狭でも開催。
認知症の方本人やその家族を中心にどなたでも参加でき、
日頃の介護の悩みを共有したり、雑談を楽しむ場となってい
ます。今回は、このカフェを特別にハート＆アートフェスタ会
場で開催します。コーヒーやお茶を飲みながら交流や情報
交換をしませんか？ぜひ一度お立ち寄りください。

リハビリ道場わかさ（上中診療所から）

要支援と要介護のお部屋を分けてレベルに応じたリハビリを
提供しています。
どちらも理学・作業療法士が個別対応し、そ
の方に合ったリハビリを提供しています。
（上中診療所から）
体のゆがみ ふしぎ発見！

当日は最新機器を使い姿勢の
ゆがみをわずか３分で測定！さ
らに専門家が、あなたに応じた
体操などを指導いたします。

若狭ものづくり美学舎

JR 大鳥羽駅にある若狭ものづくり美学舎で
学んでいる高等部の生徒が定植～収穫をしたさつまいもで、
さつまいもケーキの加工～販売をします。ぜひ来てください !!!

わがまち健康プロジェクト（保健医療課から）
今年度町では「わがまち健康プロジェク
ト」に取り組んでいます。当日は食生活改
善指導員さんの協力で血圧を下げるのに
有効な減塩食品を試食していただきます。

歴史文化館サポーター（歴史文化課から）

日頃は「歴史文化館ミニサロン」を開い
て勉強や県外研修などを行っています。
古墳時代に海を越えて若狭にやってき
た宝物が展示されているこの施設をみ
んなで盛り立てていきたいです ! 当日は若狭町の古墳パネ
ル展の実施と、ぜんざいとパンケーキの販売をします。

図書館ボランティア虹の会（図書館から）
冊子「おげんきですか」の編集・製本
を行い、民生委員さんを通じて一人暮
らしの方等にお届けしたり、自分たちが
できる図書館でのボランティア活動 ( 資
料整理や清掃等 )をしています。当日は「こまっている本をた
すけよう！」
と本の修理のお手伝いをします。

人権教育推進協議会（教育委員会事務局から）
お互いを思いやる豊かな心を育むこと
を目指して活動している協議会です。
別刷りの「人権意識高揚大会」チラシも
ご覧ください。当日は「人権意識高揚大
会」において「人権メッセージ作品、家族の日啓発作文」の表
彰式と発表、人権映画「あん」の上映を行います。

催し物の時間・会場の詳細は別刷りのプログラムをご覧ください。
P6 の「ドキ DOKI! 情報局」や P20 の「伝統文化のつどい」の記事も
併せてご覧ください。
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ドキ! DOKI! 情報局

音楽ホール

純名里沙with
オーケストラ・アンサンブル金沢

あなたが「好きなこと」でだれかを元気に

福祉と文化の祭典

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。

「だれでもライブ」
に
みんなで集おう
■お友だちと、親子で、音楽サークルで、福祉

事業所の仲間と、だれもがパレアのステージに
立てる「だれでもライブ」 赤ちゃんも、お兄

ちゃんお姉ちゃんも、パパもママも、おじいちゃ
んおばあちゃんもみんなでパレア音楽ホール

に応援に来てください。みんなで楽しく歌う

コーナーも準備中。当日、サポート活動をして

くださるサポーターさんも募集中です。くわし
くは、ハート＆アート実行委員会事務局まで。
日時／

10月20日
（土）

開演／ 15：00

開場／ 14：30

会場／パレア若狭音楽ホール
入場無料

■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。

『パレ若塾』パレア若狭音楽ホール

バックステージツアー

開催日／

12月2日
（日）

■世界的なアーティストが使用した楽屋や音響・

開演／ 14：00

開場／ 13：30

）9：00
9/29（土 開始
売
発
ト
ッ
チケ

照明室、屋根裏など、普段は見ることができな

主催／若狭町

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

後援／福井新聞社

加ください。

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

10月21日
（日）

先行発売0
）9：0
9/22（土
枚まで
2
様
一人

開催日／
料金／一般 4,000円 学生 2,000円
時間／ 10：30 ～ 11：30（受付 10:15 ～ 10:30） ※指定席 未就学児入場不可
※宝くじの助成金で実施します。
集合場所／パレア若狭音楽ホールホワイエ
対象／小学 4年生以上

定員／ 20名

案内／パレア文化課 職員
料金／一般 200円

学生 100円

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。

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
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

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。
開催日／

10月21日
（日）

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

第９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18日
（木）
～29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

《表彰式》
開催日／

10月21日
（日）

時間／ 11：00～

会場／パレア若狭音楽ホール ホワイエ

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
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若狭町社会福祉協議会

Tel:０７７０-６２-９００５

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506
（チケットカウンター）

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）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

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

図書館からのオススメ本

オレ、カエルやめるや

（デヴ・ペティ／ぶん マイク・ボルト／え
こばやしけんたろう／やく）
「オレ、カエ ルや な ん
だよね。なんかぬれて
るしさ」
ネコやウサ ギ み た い
に、可愛くてフサフサ
した動物になりたいカ
エル。
でもオオカミに出会っ
て…？
生意気だけど愛らしいカエルと、冷静に応じるお父
さんとの会話がとっても愉快なユーモア絵本です。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会

平成30年若狭町文化祭 『若狭手づくり市』出展者募集！
■今年の文化祭は1人でも多くの町民が文化

■若狭町文化祭の最終日に合わせて、
『若

ベントを実施します。子どもから大人まで１日

で、クラフトやお菓子などハンドメイド作品

的な体験・交流ができることを目的に新しいイ

狭手づくり市』を開催します。趣味や仕事

楽しめる会場を用意しますので、ぜひご家族・

を作られている町内の方はどなたでも出

新しくなる点

せん。ぜひ一緒に会場を盛り上げましょう！

ご友人でお越しください。

●会場をパレア若狭に集約します（小中学生や
一般応募の展示もパレア内になります）

展いただけます。個人・グループは問いま

募集内容／ハンドメイドの雑貨、手芸品、
工芸品、食べ物など

11月4日
（日）

●
『若狭手づくり市』を開催します（クラフトや
食べ物など、ハンドメイド作品の出店）

日時／

●ワークショップを実施します（子どもから大人
まで文化的な体験ができる楽しいブース）

場所／パレア若狭正面玄関前

●出演・出展は町民ならどなたでも可能です

11月1日（木）～11月3日（土・祝）
展示発表のみ ９：００～１７：００

時間／ 9：00 ～ 17：00（予定）
出店料／ 5００円／１ブース（約２ｍ×２ｍ）
※希望者には机 2台・椅子 2脚まで貸出可能

締切／１０月１５日（月）
※若狭町民、
若狭町出身者、
または若狭町内で
活動されている個人または団体に限ります。

展示／絵画、書道、写真、俳句など

図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第 4

土曜日１４：００から絵本の読み聞かせと、工作

遊びを行っています。参加無料で、赤ちゃんか

ら参加できます。
開催日／

10月27日
（土）

時間／ 14：00 ～

場所／図書館リブラ館 こどもひろば
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

若狭町文化協会事務局
（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

若狭三方縄文博物館
11月4日（日）
舞台発表 10：00 ～ 16：00 予定

出演／芸能、合唱、ダンス発表など

Come on！Jomon！
開催日／

10月10日
（水）

時間／ 12：00 ～ 13：00

展示発表 9：00 ～ 17：00

場所／若狭三方縄文博物館内

手づくり市 9：00 ～ 17：00

観覧無料
若狭三方縄文博物館フェイスブックよりライブ
配信。観覧大歓迎です！
Jomon話、スタジオライブ、イベント情報な
どをお届けします♪

お菓子、パン、工芸品、雑貨など

ワークショップ 9：00 ～ 16：00

赤飯づくり、お菓子づくり
（キッチンスタジオ）

エコクラフト、ハーバリウムづくりなど（創作

スタジオ）※変更の可能性があります。

※詳しくは、10月全戸配布予定のチラシをご覧ください。

開催日／

11月3日
（土・祝）

時間／ 10：00 ～ 15：00（予定）

場所／若狭町末野「農村総合公園」
内容／地元でとれた新鮮な野菜の販売や、地
元高校、地域団体の方々等による加工
品の販売や屋台出店もあります。
有限会社かみなか農楽舎

Tel:0770-62-2125

若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270
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