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〜感謝そして決意〜

20歳の門出、
そして誓い。

令和 4年

若狭 町成人式
Wakasa town co mi n g -o f -a g e ceremo n y

〜 感謝 そして 決意 〜
令和４年若狭町成人式が１月９日にパレア若狭において開催されました。今年も新型コロナウイルス感
染防止対策を十分講じたうえでの開催となりました。若狭町では平成１３年４月２日から平成１４年４月１
日までに生まれた１４４名の新成人が大人の仲間入りを果たしました。
会場では華やかな振袖や、真新しいスーツに身を包んだ新成人たちが、同級生との久しぶりの再会
を喜び合う光景があちらこちらで見られました。
式典は声を出さずに心の中で唱和する国歌斉唱に始まり、渡辺町長の式辞、成人証書・記念品の
授与、来賓祝辞、新成人誓いのことばと続き、最後に恩師からのビデオレターが上映されました。
式辞の中で渡辺町長は「コロナ禍で我慢の日々が続いており、社会情勢も著しく変化する時代にあっ
て、これからの人生の中で様々な試練を乗り越えていかなければなりません。そのためにも、失敗を恐
れず果敢に挑戦し、たくさん経験を積んでいただきたい」とエールを送りました。新成人誓いのことばで
やまもとゆうや

は実行委員長の山本友也さんが「私たちは、まだまだ未熟者ですが、どんな苦境も乗り越えられる、
若者らしい発想力と忍耐力で、ふるさと若狭町の役に立てる大人となれるよう自覚を持ち、それぞれの
夢や目標に向かって進んでいきます」と決意を力強く述べました。
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司会の田中礼佳さん

成人証書・記念品を受ける今井優斗さんと永木里奈さん

ピアノ伴奏の鳥居万琳さん

式辞を述べる渡辺町長

新成人誓いの言葉を述べる山本友也さん
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新成人インタビュー
上中地域

こ ばやし

小林

ひさ や

久也 さん

東京の大学に通っています。ど
こにいても地元に貢献できるよう、
確実かつ汎用性のある技術を持っ
た人材を目指します。
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なか つか

中塚

けい し

敬士 さん

現 在 岡 山 県の製 鉄 所にてＢＴ
（ボイラー、タービン）の新設工事
に携わっています。いつか日本の
鉄と電気を支えてみせます。

たけ うち

竹内

ひ な

陽南 さん

岐阜市の大学に通っています。
両親はじめ、これまで出会った全て
の方々への感謝を忘れず、大人と
しての自覚と責任、そして自身の目
標をしっかりと持って、努力していき
ます。

にし い

西井

み らい

実来 さん

私は大阪の動物の専門学校に
通っています。
今年から社会人になるので社会
人としての自覚を持ち、沢山の方
に動物と触れ合うことの楽しさを伝
えていけたらいいなと思っています。

前日（１月８日）に準備をする実行委員

〈写真：四方由紀子〉

新成人インタビュー
三方地域

む とう

武藤

りく

陸 さん

京都の理容の専門学校に通っ
ています。今年から就職するので
技術はもちろんのこと、接客でもた
くさんの人から好かれるような理容
師になれるように努力します。

ふじ た

藤田

しょう や

翔矢 さん

社会人として働いています。人と
人との繋がりを大切に多くのことに
挑戦し、日々成長していけるよう頑
張ります!

おお たに

大谷

ま

こ

麻緒 さん

近畿大学で経済学を学びなが
ら、高校の英語教員の免許獲得
に向けて頑張っています。
今年は留学だったりインターン
シップだったりと今しか出来ないこと
を沢山経験することができるので、
自分自身をステップアップさせれる
ように頑張りたいと思います!!

わた なべ

渡辺

あん

杏 さん

法政大学でボート部に所属して
います。
成人としての自覚と責任をもって
行動していきたいと思います。
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てつがくカフェ
「かんがえるじかん ｖｏ
ｌ．
3」

音楽ホール

今川裕代＆髙井敏弘
デュオコンサート
ｗｉ
ｔｈリトルピアニスト 〜受け継ぐ未来への夢〜
チケット
売中
好評発

■哲学カフェは
「考える」
練習場です。
「あれ？何だろう？」
と思うことを
「テーマ」
にし
て、子どもから大人まで、みんなで一緒に考え
ていきます。
無理に話そうとしなくても大丈夫。聞いている
だけでもＯＫです。
誰かと一 緒に考えることや日常 のコミュニ
ケーションがより楽しくなるはずです。

◆話し合う「テーマ」募集中!
【参考】
vol.1「ふつうって何だろう？」
vol.2「しあわせって何だろう？」
開催日／

©松浦武臣(Virtuoso.Tokyo)

©Arei Komatsubara

福井県出身世界的ピアニスト今川裕代とＮＨＫ交響楽団
1stヴァイオリニスト髙井敏弘によるコンサートです。
１部
髙井敏弘と７名のリトルピアニストが共演します。

2部

今川裕代＆髙井敏弘デュオコンサート
プログラム
１部 リトルピアニスト＆髙井敏弘
❶高木結菜／バッハ＝グノー：アヴェ・マリア
❷中島明日花／モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第２１番 ホ短調ＫＶ３０４（２９３ｃ）より第一楽章
❸橋本亜侑／モーツァルト：ヴァイオリンソナタ第２１番 ホ短調ＫＶ３０４（２９３ｃ）より第二楽章
❹北瀬遥夏／ブルグミュラー：やさしい花、モーツァルト：メヌエット
❺松並寧音／モンティ：チャルダッシュ
❻奥東愛未／ドビュッシー：ヴァイオリンソナタより第一楽章
❼寺井愛葉／ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ第５番 ｏｐ.２４ ヘ長調 “スプリング” より第一楽章
２部 今川裕代＆髙井敏弘デュオコンサート
・ショパン：ノクターン第１３番 ハ短調 ｏｐ.４８−１（ピアノソロ）
・クライスラー：レチタティーヴォとスケルツォ（ヴァイオリンソロ）
・ベートーヴェン：ヴァイオリンソナタ９番 ｏｐ.４７ クロイツェルソナタ（デュオ）
※プログラムは予告なく変更になることがございます。あらかじめご了承ください。

３月６日
（日）

開場／１３：３０ 開演／１４：００
会場／パレア若狭音楽ホール

その他／全席指定、未就学児入場不可

料金／一般：１,５００円

協賛／（公財）げんでんふれあい福井財団

学生：５００円（高校生以下）
パレア文化課
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主催／若狭町

パレア文化課

Tel:0770-62-2508

若狭東高校
文化フェスティバル
Ｆｅａｓ
ｔ２２

未来を夢見る子どもたちを育てるアンサンブルコンサート

開催日／

3月26日
（土）

時間／ 13：30〜16：30
会場／きらやま茶屋（JR三方駅）
進行／西村高宏氏（福井大学医学部准教授）
グラフィック／近田真美子氏（福井医療大学准教授）
参加費／５００円（１ドリンク付き）
定 員／１５名

後援／福井新聞社

Tel:0770-62-2506
（チケットカウンター）

■ 若 狭 東 高 校 の 文 化 活 動を演 奏やワーク
ショップ、展示パネル等を通して発信し、老若
男女問わず楽しんでいただけるイベントを企
画しています!是非お越しください♪
開催日／

3月12日
（土）

時間／ 10：00〜15：00
場所／パレア若狭 音楽ホール、研修室
福井県立若狭東高等学校

Tel:0770-56-0400

パレア若狭
印刷物作成候補者募集

■パレア若狭では、チラシやプログラム等
の作成者を公募します。
対象は、若狭町内在住もしくは若狭町出身
の方です。
より身近に感じられるパレア若狭となるよう
に、デザインの好きなあなたの力を発揮い
ただきたいと考えています。
くわしくは、お問合せください。
問い合わせ
パレア文化課 TEL:０７７０ ６２ ２５０８
mail：ｐａｒｅａ＠ｔｏｗｎ．
ｆ
ｕｋｕ
ｉ ｗａｋａｓａ．
ｌ
ｇ．
ｊｐ

若狭町立図書館 リブラ館

音楽ホール

0770-47-5363

松宮昂画集発刊記念展
にじいろのおはなし会
創楽堂ヤマハ音楽教室
ピアノ・エレクトーン発表会 ■福井県を代表する洋画家として活躍された、 ■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
■ピアノソロやエレクトーンソロで、楽しい演奏

を発表します。これまでたくさん練習してきた

松宮昂先生の画集発刊を記念して展覧会を開
催します。

土曜日１４：００に紙芝居をします。参加無料で、
赤ちゃんから参加できます。

成果を出せるよう、一生懸命演奏します。ぜひ
お越しください。

開催日／

漁港にて 1956年

展示期間／

3月5日(土)〜3月13日(日)

開催日／

3月13日
（日）入場無料

開演／ 13：30 開場／ 13：00
（株）
創楽堂

Tel:0770-52-1313

※火曜休館

時間／ 9：00 〜 17：00
※最終日は15:00まで
主催／松宮昂画集制作委員会
共催／若狭町・つばな会
パレア文化課

４２ｔｈ 春の音楽会

Tel:0770-62-2508

自然写真展
します。ソロ演奏はもちろん、色々なペアによ 「とある物語」太田祐貴
■教室の生徒たちが１年の練習の成果を発表

■昨年の「ときめきの余韻」に続く２回目の個
展です。そこに物語がありそうな写真を約２０
点展示予定です。どうぞご覧ください。

る連弾演奏もお楽しみください。

開催日／

3月20日
（日）入場無料

主催／ピアノ・リトミックスクール
ぐるーぷアンダンテ
開演／ 13：00

芝居たみ江

3月19日(土)〜3月28日(月)

※火曜休館

Tel:090-4326-1706

太田祐貴

Tel:090-4324-1638

若狭三方縄文博物館
友の会 DOKIDOKI会員募集！一緒に活動しませんか

DOKIDOKI会では、研修会や部会活動を企画し和気藹々と楽しく活動しています。歴史環境講
座やサイエンスカフェなど縄文博物館・年縞博物館主催の講座にも参加しています。

縄文の世界を学びたい方、自然環境について考えを深めたい方、たくさん知り合いを作り楽し

く活動したい方を幅広く募集しています。

●

『いまからともだち』

くすのきしげのり／作 たるいしまこ／絵

転校ばかりのはるかちゃんは、
２ねんせいに
なって、
２かいめのてんこうだった。
ほんとのことをいうと、わたしは、きたくなかっ
た。こんないなかの、こんなちいさな「ぶんこ
う」なんかに。でも、この学校は今までとなん
だか違う。
教 科 書 にも
かいてない、
とも だ ち の
つくり方。

No.19

若 狭 町 の 歴 史 遺 産

藤井遺跡（藤井）

ＪＲ藤井駅から西側に広がる水田の地下に藤
井遺跡があります。縄文時代中後期と弥生時
代中後期を中心とした集落遺跡で、１９８４年に
旧三方町が２回発掘調査を行いました。大量
の弥生土器を中心とする土器だまり（写真）２
か所、竪穴住居跡、溝などが見つかり、弥生
時代の若狭地方を代表する遺跡であることが
わかりました。３月２１日（月・祝）まで若狭三方
縄文博物館冬季企画展「藤井遺跡−縄文・弥
生の若狭をリードした遺跡−」で、出土した代
表的な遺物を公開しています。

特 典

年会費
●

図書館からのオススメ

写真でたどる

展示期間／

時間／ 9：00 〜 20：00
※初日は10:00から 最終日は17:00まで

開場／ 12：30

3月26日
（土）

時間／ 14：00 〜
場所／図書館リブラ館 こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

一般会員 2,000円
家族会員 ３,０００円
学生会員 ５００円 ● 賛助会員 １０,０００円
●

博物館事業の案内・参加
若狭三方縄文博物館の入館料等の減免
● 若狭三方縄文博物館書籍購入補助 など
●
●

★問い合わせ
（左）ジョーくん
（右）モンちゃん

若狭三方縄文博物館友の会DOKIDOKI会事務局
TEL：45‑2270

mail：jomon@town.fukui-wakasa.lg.jp

掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。
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