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国道 号

選手・
関係者

選手・
関係者
（一般）

一般

福井県海浜
自然センター

選手関係者

選手関係者

一般観客席

メイン会場

START

GOAL

特 集

オープンウォーター
スイミングOWS

プレ大会
平成30年7月1日㈰

●種　　別　男子 5km競技（11：00スタート）
　　　　　　女子 5km競技（13：30スタート）
●参加者数　男子 47名（各都道府県代表）
　　　　　　女子 47名（各都道府県代表）
　　　　　　監督 47名　
　　　　　　 計 141名
●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。

場　所

開催日

食見海岸特設会場（福井県海浜自然センター付近）

正式競技

福井県代表出場選手紹介

平成30年9月12日㈬
場　所

開催日

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）

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。

◎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

豊田　壮 選手 （22歳）
（あだ名：タケシ）

とよだ たけし くわはた まゆ

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

（あだ名：まゆ くまモン）

●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

桑幡 真弓 選手 （22歳）

●経歴
　2018年パンパシフィック日本代表、OWSオーシャンズカップ2位、

2017年日本選手権4位、2017年愛媛国体8位

●国体に向けての抱負
　今年の福井しあわせ元気国体では優勝できるように頑張り

ます。

●若狭町への思い
　自然に恵まれ、海の幸が美味しそうなイメージ。私は海が大

好きなので、若狭町の海で泳げることがとても嬉しいです。

●若狭町民へのメッセージ
　オープンウォータースイミングは、海や川や湖といった自然

で行われる為、水質、波、天候に影響される競技です。その
中で駆け引きもあり、ゴールするまで目が離せません。この
大会でオープンウォータースイミングや、私自身の事を知っ
て頂けるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。

●経歴
　2017年愛媛国体 4位入賞
　2017年日本選手権 5位入賞

●国体に向けての抱負
　福井県の為に、この福井国体が私の水泳人生20年間の集大

成にもなるので、いつも私を応援してくださる全ての方々に
感動してもらえるレースができるように全力で頑張ります！

●若狭町への思い
　自然が豊かで海が綺麗。そんな環境で泳げることに誇りを

持って楽しんでレースができるようにしたいと思います。

●若狭町民へのメッセージ
　5キロのレースは1時間ほどあり、長く感じると思いますが、

その中でも色々なレース展開が見られると思うのでとても
面白いと思います！ 若狭の海で、最高の結果が残せるように
精一杯頑張りますので、是非会場で応援よろしくお願い致し
ます！
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きょ     か

炬火セレモニー （パレア若狭・屋外スペース）

点火セレモニー
縄文火おこし

みんなでおどろう

～「わかさの火」を届けよう～
福井しあわせ元気国体
５０日前記念イベント

平成30年7月28日㈯10：00～15：30
場　所

開催日

パレア若狭
主　催 「福井しあわせ元気」国体若狭町実行委員会

若狭町ならではの縄文火おこしで、「わかさの火」を誕生
させ、本会場に届けよう。みんなの火が選手の活躍を見守
ります。

展示・体験ブース
体 験 （パレア若狭・屋外スペース）

縄文鍋ふるまい
来場者に大鍋で作った鍋を振る舞います。

ステージイベント

縄文火おこし体験
来場者に縄文時代の火おこしを体験していただきます。

展 示 （パレア若狭・屋内）

国体パネル展
昭和４3年の前回福井国体の写真展

地元中学生が作成した都道府県の
応援のぼり旗展示　など

応援のぼり旗展

開催競技PR
オープンウォータースイミング、
グラウンド・ゴルフ、
ゲートボールの競技のPR

はぴりゅうふわふわ
子どもたちは自由に「はぴりゅうふわふわ」で遊べます。

開催競技体験
来場者は自由にグラウンド・ゴルフ、ゲートボールの競技を体験

その他体験・販売
ボールプール、はぴりゅう陶芸体験、はぴりゅう木工体験
はぴりゅうバルーンアート、若狭バーガー等販売など

はぴりゅう、梅じい、梅ぼう、はぴダ
ンWAKASAっぴと一緒にみんなで
はぴねすダンスをおどって盛り上が
ろう。

国体ミュージカル
ミュージックツリーが
今年もやってくる!
国体をテーマに
ミュージカルを上演

せりかなライブ
アーティスト
せりかな が
若狭町50日
前記念イベ
ントを盛り上
げる

あなたがおこした火を国体に届けよう！

主人公猿田は
弱小ながらも部活に励む女子高生。
不思議な幽霊との出会いから
国体を目指すことになるが…？
女子高生の不思議で
笑えるスポ根物語！

H29.11.26 ももたろう風景より

特 集

火おこしに
参加してくれる町民を

大募集!!

五湖レンジャーもやってくる!!

※炬火とは…オリンピックでいう聖火（会期中に選手の活躍を見守る火） ※内容は都合により変更となる場合がございます。 予めご了承ください。

みんなで国体を 盛り上げよう ! ! 総合戦略課  国体推進・熊川宿活性化室
☎0770‒45‒9112

問い合わせ

4 広報わかさ　2018年 7月号 5広報わかさ　2018年 7月号



きょ     か

炬火セレモニー （パレア若狭・屋外スペース）

点火セレモニー
縄文火おこし

みんなでおどろう

～「わかさの火」を届けよう～
福井しあわせ元気国体
５０日前記念イベント

平成30年7月28日㈯10：00～15：30
場　所

開催日

パレア若狭
主　催 「福井しあわせ元気」国体若狭町実行委員会

若狭町ならではの縄文火おこしで、「わかさの火」を誕生
させ、本会場に届けよう。みんなの火が選手の活躍を見守
ります。

展示・体験ブース
体 験 （パレア若狭・屋外スペース）

縄文鍋ふるまい
来場者に大鍋で作った鍋を振る舞います。

ステージイベント

縄文火おこし体験
来場者に縄文時代の火おこしを体験していただきます。

展 示 （パレア若狭・屋内）

国体パネル展
昭和４3年の前回福井国体の写真展

地元中学生が作成した都道府県の
応援のぼり旗展示　など

応援のぼり旗展

開催競技PR
オープンウォータースイミング、
グラウンド・ゴルフ、
ゲートボールの競技のPR

はぴりゅうふわふわ
子どもたちは自由に「はぴりゅうふわふわ」で遊べます。

開催競技体験
来場者は自由にグラウンド・ゴルフ、ゲートボールの競技を体験

その他体験・販売
ボールプール、はぴりゅう陶芸体験、はぴりゅう木工体験
はぴりゅうバルーンアート、若狭バーガー等販売など

はぴりゅう、梅じい、梅ぼう、はぴダ
ンWAKASAっぴと一緒にみんなで
はぴねすダンスをおどって盛り上が
ろう。

国体ミュージカル
ミュージックツリーが
今年もやってくる!
国体をテーマに
ミュージカルを上演

せりかなライブ
アーティスト
せりかな が
若狭町50日
前記念イベ
ントを盛り上
げる

あなたがおこした火を国体に届けよう！

主人公猿田は
弱小ながらも部活に励む女子高生。
不思議な幽霊との出会いから
国体を目指すことになるが…？
女子高生の不思議で
笑えるスポ根物語！

H29.11.26 ももたろう風景より

特 集

火おこしに
参加してくれる町民を

大募集!!

五湖レンジャーもやってくる!!

※炬火とは…オリンピックでいう聖火（会期中に選手の活躍を見守る火） ※内容は都合により変更となる場合がございます。 予めご了承ください。

みんなで国体を 盛り上げよう ! ! 総合戦略課  国体推進・熊川宿活性化室
☎0770‒45‒9112

問い合わせ

4 広報わかさ　2018年 7月号 5広報わかさ　2018年 7月号



DOKI!情報局ドキ!

福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会文化プログラム事業

若狭ブラスフェスタ2018
～ わかさで！ はぴねすサウンド！ ～

■若狭町と 50 年以上交流している京都
市の「大谷中学・高校吹奏楽部」と地
元「美方高校吹奏楽部」との交流コン
サート。
　フレッシュでパワフルな心に響く演奏
をお届けいたします！

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

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

孫の会　Tel:0770-62-1198

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：460円／時間
　　　　町外の方：810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／
幸田浩子＆Ｊスコラーズ………7月7日（土）
若狭ブラスフェスタ2018……8月5日（日）
１９６６カルテット ビートルズ・クラシックス・
コンサート ……………………9月8日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

書棲庵「孫の会」書作展

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

時間／ 9：00 ～ 10：15

講師／浜岸宏明 氏 （HOTSTYLE）
　　　島　浩二 氏 （BICスポーツ）
参加料／１艇あたり３,０００円

対　 象／小学生４年生以上（定員：１２艇）

場所／食見海水浴場

■井関香棲・岡本棲江 2教室に通う子どもたち
の 作 品 展 で す。
日頃の練習した
作品を、ぜひパレ
アへお立ち寄り、
ご覧ください。

■今もなお、愛され続けているビートルズの
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
パフォーマンスをお楽しみください。 8月5日（日）開催日／

ポコａポコ コンサート
■幼児から高校生までの歌とピアノの発表会
です。一生懸命演奏しますので、ぜひご来場く
ださい。

7月8日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
料金／無料

7月21日（土）開催日／

福井7人の工芸サムライ展
■福井の伝統的工芸品7品目

（国指定）の創作活動をリード
する若手職人の作品展示を行
います。受け継いだ技を、新し

い時代へつなぐ、これまでにない魅力ある工芸
作品に出会えます。

１９６６カルテット ビートルズ・
クラシックス・コンサート

パレ若塾『SUP体験教室』

フリーマーケット出店者大募集！

■パレア夏休み特別企画！近年世界中で人気急
上昇中のSUP（スタンドアップパドルボード）を
体感し、地元の海の楽しさを再発見しません
か？未経験者向けの内容ですので、どなたでも
気軽にご参加ください。

9月8日（土）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30
料金／一般 ２,０００円　学生 １,０００円
※指定席　未就学児入場不可

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

音楽ホール

料金／一律：500円
　　　高校生以下：無料（※要入場券）
※指定席　4歳児以上入場可

7/7（土）9：
00

チケット発売
開始

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
　　　美方高校吹奏楽部、
　　　オーケストラ・アンサンブル金沢
　　　メンバー

開演／ 13：00　　開場／ 12：30
開催日／8月19日（日）

幸田浩子＆Ｊスコラーズ
 ～世界と日本の名歌をあなたにin若狭～

■「世代を超えて歌い継ぎたい」なつか
しい日本の歌や、世界中で親しまれて
いる名曲の数々を、幸田浩子の美しい
ソプラノと、日本有数の合唱団『Ｊスコ
ラーズ』による珠玉のハーモニーでお
贈りします。

※公演は12名編成で行います。　※マイクは使用しません。
※写真はイメージです。

料金／一般 3,000円
　　　学生 1,000円
※指定席　未就学児入場不可

開催日／
開演／ 15：00　　開場／ 14：30

プログラム /
アヴェ・マリア（作曲：バッハ=グノー）
津軽海峡・冬景色（作曲：三木たかし）ほか

7月21日（土）
出演／幸田浩子（ソプラノ）
　　　Ｊスコラーズ（声楽アンサンブル）
　　　榎本潤（ピアノ・編曲）

主催／若狭町　後援／福井新聞社

主催／若狭町　後援／福井新聞社

共演／美方高校合唱部
　　　共演曲『糸』（作曲：中島みゆき）

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！

（C）BS-TBS日本名曲アルバム

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

主催／ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局

出店料／一般：1,000円／区画　
　　　　飲食物を会場で調理して販売する場合は、
　　　　施設使用料が加算されます。
　　　　出店料の半額は、福祉関係団体に寄付します。

申込締切／ 8月17日(金)必着

会場／パレア若狭デイサービスセンター
　　　前駐車場および車庫

10月20日（土）・21日（日）開催日／

時間／ 9：30 ～ 16：00
10月20日（土）・21日（日）出店日／

■今年も、よりよい共生社会の実現に向けて、
あなたの「好き」や「得意」がほかの人の元気
につながり、「誰か」や「何か」と出会える場づく
りを目指して、福祉・健康・文化の各分野が集う

「パレア若狭」の特徴を生かし、福祉と文化の祭
典「ハート＆アートフェスタ」を実施します。

■地元特産品やリサイクル品、手芸品などの
フリーマーケットを出店し、「ハート＆アートフェ
スタ2018」を盛り上げてみませんか？

※イベントの詳しい内容は、広報わかさでの続報や9月
中旬配布予定のプログラムチラシをご覧ください。

※区画の割り振りは、給排水設備や電源の使
用を考慮し、事前説明会で事務局案を提示し
たうえで決定します。

※２人乗り可能：１艇につき合計体重90kgまで

※出店希望者多数の場合は、抽選とさせていただく場
合があります。

※出店規約等詳細はお問合せください。

　図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第3
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

ハート&アートフェスタ
　　　　　　　  2018

福祉と文化の祭典

出店資格／
出店規約を遵守し、原則として2日間とも出店可
能な若狭町内に住所のある個人・団体・グループ。
但し、19歳未満の方のみでの出店やフリーマー
ケットを生業とする方の出店は不可。

決定／事前説明会（9月下旬開催予定）の開催案
内通知をもって参加決定とします。

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日は１７：００まで）

出展者／柳瀬　靖博 氏　（越前和紙）
　　　　山口　祐弘 氏　（越前箪笥）
　　　　泉　　直樹 氏　（越前焼）
　　　　土田　直東 氏　（越前漆器）
　　　　岩井　　丈 氏　（越前打刃物）
　　　　加福　宗徳 氏　（若狭塗）
　　　　上西宗一郎 氏　（若狭めのう細工）

会場／パレア若狭ギャラリー

6月23日（土）～7月16日（月・祝）

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日は１７：００まで）
会場／パレア若狭ギャラリー
料金／無料

7月20日（金）～30日（月）

工芸体験＆講演会
■「福井7人の工芸サム
ライ展」最終日の特別企
画です。越前和紙・越前
焼・越前箪笥・若狭塗・若
狭めのう細工の5つの体験ブースを設けま
す（事前申込者優先）。講演は福井7人の工
芸サムライ発起人の熊本氏にお越しいただ
き、若い世代に伝えたい、若狭の魅力とも
のづくりの未来についてお話いただきます。

7月16日（月・祝）開催日／
【工芸体験】
1回目   9：３０～１0：15  2回目 10：３０～１1：15
3回目 14：0０～１4：45  4回目 15：0０～１5：45

【講演会】  10：0０～ 11：0０
会場／パレア若狭  音楽ホールホワイエ
講師／熊本雄馬
　　　（福井7人の工芸サムライ発起人）
料金／無料（申込不要）

料金／無料

参加料／有料（申込者優先）
※申込はパレア文化課まで

■今年は一人でも多くの子
が、今川裕代さんのレッスンを
受けられるように『夏期講習』
を実施します。2日間の集中
レッスンで、受講者が希望する楽曲で指導してく
ださいます。より実力を磨きたいピアノ経験者は
もちろん、これからピアノをレベルアップしたい初
心者（ピアノ歴２年以上）も、ぜひご参加ください。

今川裕代ピアノアカデミー
夏期講習

8月1日（水）・2日（木）開催日／
時間／ 10：00 ～ 19：00 の間で、受講希望

時間を調整します。
講師／今川裕代 氏（ピアニスト）
内容／３０分程度のミニレッスンを２日間
　　　（１日のみの参加も可）で行う
　　　※楽譜は指定しない（受講者が希望する曲）

参加料／ 2,000円（1日参加の場合も同様）
　　　　※どなたでも聴講できます（無料）

※火曜休館

6/16（土）9：
00

チケット発売
開始

若狭町歴史文化課 縄文博物館　Tel:0770-45-2270

時間／ 13：30 ～ 15：00

主催／若狭町
　　　若狭町歴史環境講座企画運営委員会

会場／若狭三方縄文博物館　シアター

協賛／関西電力株式会社

7月22日（日）開催日／

平成30年度 第１回若狭町歴史環境講座 講演会

縄文時代の
土器・土偶について

しょ せい あん

サップ

若狭三方縄文博物館

※右端、江頭美保は卒業となりました。
　新メンバー増田みのりが演奏します。

ァ

講師／井出　浩正　氏
　　　（東京国立博物館　主任研究員）
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福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会文化プログラム事業

若狭ブラスフェスタ2018
～ わかさで！ はぴねすサウンド！ ～

■若狭町と 50 年以上交流している京都
市の「大谷中学・高校吹奏楽部」と地
元「美方高校吹奏楽部」との交流コン
サート。
　フレッシュでパワフルな心に響く演奏
をお届けいたします！

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

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

孫の会　Tel:0770-62-1198

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：460円／時間
　　　　町外の方：810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／
幸田浩子＆Ｊスコラーズ………7月7日（土）
若狭ブラスフェスタ2018……8月5日（日）
１９６６カルテット ビートルズ・クラシックス・
コンサート ……………………9月8日（土）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

書棲庵「孫の会」書作展

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

時間／ 9：00 ～ 10：15

講師／浜岸宏明 氏 （HOTSTYLE）
　　　島　浩二 氏 （BICスポーツ）
参加料／１艇あたり３,０００円

対　 象／小学生４年生以上（定員：１２艇）

場所／食見海水浴場

■井関香棲・岡本棲江 2教室に通う子どもたち
の 作 品 展 で す。
日頃の練習した
作品を、ぜひパレ
アへお立ち寄り、
ご覧ください。

■今もなお、愛され続けているビートルズの
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
パフォーマンスをお楽しみください。 8月5日（日）開催日／

ポコａポコ コンサート
■幼児から高校生までの歌とピアノの発表会
です。一生懸命演奏しますので、ぜひご来場く
ださい。

7月8日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
料金／無料

7月21日（土）開催日／

福井7人の工芸サムライ展
■福井の伝統的工芸品7品目

（国指定）の創作活動をリード
する若手職人の作品展示を行
います。受け継いだ技を、新し

い時代へつなぐ、これまでにない魅力ある工芸
作品に出会えます。

１９６６カルテット ビートルズ・
クラシックス・コンサート

パレ若塾『SUP体験教室』

フリーマーケット出店者大募集！

■パレア夏休み特別企画！近年世界中で人気急
上昇中のSUP（スタンドアップパドルボード）を
体感し、地元の海の楽しさを再発見しません
か？未経験者向けの内容ですので、どなたでも
気軽にご参加ください。

9月8日（土）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30
料金／一般 ２,０００円　学生 １,０００円
※指定席　未就学児入場不可

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

音楽ホール

料金／一律：500円
　　　高校生以下：無料（※要入場券）
※指定席　4歳児以上入場可

7/7（土）9：
00

チケット発売
開始

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
　　　美方高校吹奏楽部、
　　　オーケストラ・アンサンブル金沢
　　　メンバー

開演／ 13：00　　開場／ 12：30
開催日／8月19日（日）

幸田浩子＆Ｊスコラーズ
 ～世界と日本の名歌をあなたにin若狭～

■「世代を超えて歌い継ぎたい」なつか
しい日本の歌や、世界中で親しまれて
いる名曲の数々を、幸田浩子の美しい
ソプラノと、日本有数の合唱団『Ｊスコ
ラーズ』による珠玉のハーモニーでお
贈りします。

※公演は12名編成で行います。　※マイクは使用しません。
※写真はイメージです。

料金／一般 3,000円
　　　学生 1,000円
※指定席　未就学児入場不可

開催日／
開演／ 15：00　　開場／ 14：30

プログラム /
アヴェ・マリア（作曲：バッハ=グノー）
津軽海峡・冬景色（作曲：三木たかし）ほか

7月21日（土）
出演／幸田浩子（ソプラノ）
　　　Ｊスコラーズ（声楽アンサンブル）
　　　榎本潤（ピアノ・編曲）

主催／若狭町　後援／福井新聞社

主催／若狭町　後援／福井新聞社

共演／美方高校合唱部
　　　共演曲『糸』（作曲：中島みゆき）

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！

（C）BS-TBS日本名曲アルバム

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

主催／ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局

出店料／一般：1,000円／区画　
　　　　飲食物を会場で調理して販売する場合は、
　　　　施設使用料が加算されます。
　　　　出店料の半額は、福祉関係団体に寄付します。

申込締切／ 8月17日(金)必着

会場／パレア若狭デイサービスセンター
　　　前駐車場および車庫

10月20日（土）・21日（日）開催日／

時間／ 9：30 ～ 16：00
10月20日（土）・21日（日）出店日／

■今年も、よりよい共生社会の実現に向けて、
あなたの「好き」や「得意」がほかの人の元気
につながり、「誰か」や「何か」と出会える場づく
りを目指して、福祉・健康・文化の各分野が集う

「パレア若狭」の特徴を生かし、福祉と文化の祭
典「ハート＆アートフェスタ」を実施します。

■地元特産品やリサイクル品、手芸品などの
フリーマーケットを出店し、「ハート＆アートフェ
スタ2018」を盛り上げてみませんか？

※イベントの詳しい内容は、広報わかさでの続報や9月
中旬配布予定のプログラムチラシをご覧ください。

※区画の割り振りは、給排水設備や電源の使
用を考慮し、事前説明会で事務局案を提示し
たうえで決定します。

※２人乗り可能：１艇につき合計体重90kgまで

※出店希望者多数の場合は、抽選とさせていただく場
合があります。

※出店規約等詳細はお問合せください。

　図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第3
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

ハート&アートフェスタ
　　　　　　　  2018

福祉と文化の祭典

出店資格／
出店規約を遵守し、原則として2日間とも出店可
能な若狭町内に住所のある個人・団体・グループ。
但し、19歳未満の方のみでの出店やフリーマー
ケットを生業とする方の出店は不可。

決定／事前説明会（9月下旬開催予定）の開催案
内通知をもって参加決定とします。

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日は１７：００まで）

出展者／柳瀬　靖博 氏　（越前和紙）
　　　　山口　祐弘 氏　（越前箪笥）
　　　　泉　　直樹 氏　（越前焼）
　　　　土田　直東 氏　（越前漆器）
　　　　岩井　　丈 氏　（越前打刃物）
　　　　加福　宗徳 氏　（若狭塗）
　　　　上西宗一郎 氏　（若狭めのう細工）

会場／パレア若狭ギャラリー

6月23日（土）～7月16日（月・祝）

展示期間／

時間／ 9：00 ～ 20：00（最終日は１７：００まで）
会場／パレア若狭ギャラリー
料金／無料

7月20日（金）～30日（月）

工芸体験＆講演会
■「福井7人の工芸サム
ライ展」最終日の特別企
画です。越前和紙・越前
焼・越前箪笥・若狭塗・若
狭めのう細工の5つの体験ブースを設けま
す（事前申込者優先）。講演は福井7人の工
芸サムライ発起人の熊本氏にお越しいただ
き、若い世代に伝えたい、若狭の魅力とも
のづくりの未来についてお話いただきます。

7月16日（月・祝）開催日／
【工芸体験】
1回目   9：３０～１0：15  2回目 10：３０～１1：15
3回目 14：0０～１4：45  4回目 15：0０～１5：45

【講演会】  10：0０～ 11：0０
会場／パレア若狭  音楽ホールホワイエ
講師／熊本雄馬
　　　（福井7人の工芸サムライ発起人）
料金／無料（申込不要）

料金／無料

参加料／有料（申込者優先）
※申込はパレア文化課まで

■今年は一人でも多くの子
が、今川裕代さんのレッスンを
受けられるように『夏期講習』
を実施します。2日間の集中
レッスンで、受講者が希望する楽曲で指導してく
ださいます。より実力を磨きたいピアノ経験者は
もちろん、これからピアノをレベルアップしたい初
心者（ピアノ歴２年以上）も、ぜひご参加ください。

今川裕代ピアノアカデミー
夏期講習

8月1日（水）・2日（木）開催日／
時間／ 10：00 ～ 19：00 の間で、受講希望

時間を調整します。
講師／今川裕代 氏（ピアニスト）
内容／３０分程度のミニレッスンを２日間
　　　（１日のみの参加も可）で行う
　　　※楽譜は指定しない（受講者が希望する曲）

参加料／ 2,000円（1日参加の場合も同様）
　　　　※どなたでも聴講できます（無料）

※火曜休館

6/16（土）9：
00

チケット発売
開始

若狭町歴史文化課 縄文博物館　Tel:0770-45-2270

時間／ 13：30 ～ 15：00

主催／若狭町
　　　若狭町歴史環境講座企画運営委員会

会場／若狭三方縄文博物館　シアター

協賛／関西電力株式会社

7月22日（日）開催日／

平成30年度 第１回若狭町歴史環境講座 講演会

縄文時代の
土器・土偶について

しょ せい あん

サップ

若狭三方縄文博物館

※右端、江頭美保は卒業となりました。
　新メンバー増田みのりが演奏します。

ァ

講師／井出　浩正　氏
　　　（東京国立博物館　主任研究員）
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