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START

January February March April May June

1月

2月

5月

6月

3月

4月

 6日 上中地域出初式
 7日 成人式（3月号で特集しました）
 8日 三方地域出初式
 28日 若狭町文化財火災防ぎょ訓練

2日　熊川宿若狭美術館オープン
7日　㈱エィ・ダブリュ工業・若狭　生産開始（若狭テクノバレー）
19日～20日　若狭・三方五湖ツーデーマーチ

 7日 立志式
 11日 かみなか農楽舎
  　冬の農村体験フェス
 17日 勢関との交流会
  若狭町人権意識高揚大会

3～4日 梅まつり
22～31日  オーストラリア派遣研修
24日 スマートインター
 チェンジ開通式
30日 三方グラウンド改修
31日～4月1日  三方五湖春まつり

  7日 街道シェアオフィス&スペース「菱屋」オープン（4月号で特集しました）
14日 みさきちオープン
15日 佐久間艇長遺徳顕彰式典
22日 三方五湖一斉清掃活動

 3日 わかさあじさいマラソン
 9日 若狭町水防訓練
 14日 福井梅皇室献上
 17日 青梅まつり

「若狭町行財政改革プラン」（5月号で特集しました）

「第2次若狭町男女共同参画プラン」（6月号で特集しました）

図書館・給食センター民間委託開始（給食センターは8月号で特集しました）

縄文ロマンパークリニューアル

START

「広報わかさ」に掲載しました話題を中心に平成30（2018）年を振り返ります。
「広報わかさ」のバックナンバーは若狭町ホームページでもご覧いただけますので、ご活用ください。

https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp

新春ジョギング

三方地域出初式

成人式

1/11 交通安全祈願祭 三方五湖スマートインターチェンジ開通

三方五湖スマートインターチェンジ開通 三方グラウンド改修

2/19  三宅小豆腐づくり成人式 2/18  熊川宿まちづくり総集会 5/17  野木小田植え 熊川宿若狭美術館オープン

三方五湖一斉清掃活動

4/29  三十三間山 山開き

若狭・三方五湖ツーデーマーチ

若狭・三方五湖ツーデーマーチ

若狭・三方五湖ツーデーマーチ

5/21  ウナギ放流 5/27  若狭路センチュリーライド

4/26  陶芸教室

3/3～18
若狭ものづくり
美学舎作品展

ののはな保育園のお散歩 勢関との交流会

みさきちオープン

宇波西神社 例大祭

縄文ロマンパークリニューアル 給食風景

水防訓練

わかさあじさいマラソン

街道シェアオフィス＆スペース「菱屋」オープン
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July August September October November D�ember

7月

8月

11月

12月

9月

10月

 1日 オープンウォータースイミング プレ大会
 28日 国体50日前イベント
レインボーライン山頂公園　リニューアルオープン
世久見港大規模藻場造成

1日～4日　文化祭
 3日 若狭町町功労者表彰
  かみなか農楽舎収穫祭
 8日 かみなか農楽舎　全国優良経営体表彰農林水産大臣賞受賞

 10日 JR小浜線（十村～小浜）100周年記念イベント
 27日 三方運輸㈱　本社・倉庫移転竣工（三十三産業団地）

4日　若狭瓜割名水まつり
17日～19日　チャレンジウォーク
24日　台風20号襲来
26日　原子力総合防災訓練

 1日 きららの湯リニューアルオープン
 1日～2日 国体  ゲートボール
 4日 台風21号襲来
 9日 三方五湖一斉清掃活動
 11日 国体  オープンウォータースイミング
 15日 福井県年縞博物館オープン
  （11月号で特集しました）
 16日 若狭町まつり
 22日～23日 国体　グラウンドゴルフ

 6日 国体デモスポ
  　グラウンドゴルフ
 7日 国体デモスポ　ゲートボール
  熊川いっぷく時代村

 8日 秋篠宮同妃両殿下ご来町
 14日 皇太子殿下ご来町
20日～21日　ハート&アートフェスタ（10月号で特集しました）
28日　若狭町防災訓練

3日 上中中大規模改造
 竣工式
 河内川ダム試験湛水開始

国体関係は
7月・9月・12月号で
特集しました

平成31年
5月末
完了予定

オープンウォータースイミング プレ大会

7/20  夏の交通安全運動

8/5  SUP体験教室

国体  グラウンドゴルフ

原子力総合防災訓練

8/19  風祈能

皇太子殿下ご来町

ハート＆アートフェスタ

ハート＆アートフェスタ

熊川いっぷく時代村
JR小浜線（十村～小浜）100周年記念イベント

きららの湯リニューアルオープン 国体  花いっぱい運動

7/16  福井7人の
工芸サムライ展

田んぼアート

国体50日前イベント

国体  オープンウォータースイミング

国体50日前イベント

国体50日前イベント

若狭瓜割名水まつり

国体  オープンウォータースイミング 若狭町まつり

国体  ゲートボール

福井県年縞博物館オープン

若狭町まつり

かみなか農楽舎収穫祭

上中中大規模改造竣工式

11/3  ごはん塾

福井県年縞博物館
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DOKI!情報局ドキ!

■子どもたちの作品は、新鮮で創造性に溢れ、
迫力と感動があり、誠実かつ建設的な絵は、子ど
もたちの確かな育ちを物語っています。今回も絵
画に加え造形物も合わせて展示します。子どもた
ちが絵を描いている様子も会場内で放映します。
個性あふれる作品をお
楽しみください。期間中
土日、祝日の9：00～
17：00は保育士が常駐
し、質問などに応じます。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

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／
ルビーセレクションワンコイン・コンサート 
………………………………… 2月9日（土）
広瀬奈緒＆今川裕代コンサート…3月10日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

第５２回

嶺南地区吹奏楽
アンサンブルコンテスト
■県大会の予選を兼ね、嶺南地区の中学校・
高校・一般の吹奏楽愛好家が、日頃の練習の
成果を発表します。少人数で演奏するアンサン
ブルの魅力をお楽しみください。

主催／県高等学校文化連盟吹奏楽部、
　　　県中学校教育研究会音楽部会
後援／県吹奏楽連盟、嶺南地区吹奏楽連盟
協賛／若狭町

■高校・一般部門　
1月7日（月）開催日／

小浜中学校　Tel:0770-52-2612

開演／ 13：00　　開場／ 12：30

■中学校部門
1月14日（月・祝）開催日／

開演／ 10：00　　開場／ 9：30

入場無料

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

恐い間取り 事故物件怪談
（松原　タニシ／著）

図書館からのオススメ本

　前の住人が何らかの理
由で最期を遂げている「事
故物件」。そんなワケあり
物件を転々とする、「事故
物件住みます芸人」松原
タニシによる怪談集です。
実際に体験した不思議な
話を、すべて間取り付き
で紹介しています。

パレア若狭ギャラリー
ご利用案内！

■絵画や書道、写真、陶芸など、様々な展示が
可能な吹き抜けの開放的な空間です。個展から
グループ展まで、皆さまのご利用をお待ちして
おります。まずは、お気軽
にご相談ください。

展示壁面（釘打ち可能）
①固定壁面：38ｍ
　※北（図書館）側：高さ2.7m×幅21m
　南（創作スタジオ）側：高さ2.2m×幅17m
②追加パネル：高さ2.2m×幅0.9m
　※最大20枚設置可能（両面使用で36m）
付帯設備
•LED照明　•作品懸架ワイヤーフック
•展示台　　•長机など
使用料
2,000円／日（連続使用の場合、割引が適
応されます。）
※付帯設備によって追加料金が発生する場合が
　あります
受付期間
•使用日の6 ヶ月前から5日前まで。
※所定の施設利用申請書を提出いただきます。

中央保育所　武田　Tel:0770-45-1815

■若狭町には世界に通じる製品を作る事業所
がたくさんあります。町
内事業所の特徴や仕事
内容などをパネルや製
品で紹介します。

若狭町総合戦略課 政策推進室　Tel:0770-45-9112

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00
主催／若狭町次世代定住推進協議会

1月12日（土）～14日（月・祝）

若狭町立保育所（園）幼児画展

展示期間／
第１部 幼児画展【0・1歳児～3歳児・4歳児全員】

時間／9：00～ 20：00 ※初日は１２時～
※火曜休館

1月21日（月）～1月27日（日）
第２部 修了記念展【５歳児全員】　
1月28日（月）～2月3日（日）

若狭町事業所PR展 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。

1月12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

1月26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

若狭三方縄文博物館

■縄文博物館と年縞博物館とレインボーライ
ンとが連携したコラボ企画。連携施設のいず
れかに入館または来場された個人に対し、次回
から利用できる割引チケットを進呈。２か所目
以降の施設において割引を実施します。
※連携施設…福井県年縞博物館、㈱レイン
ボーライン、若狭三方縄文博物館

割引チケット
●縄文博物館・年縞博物館共通観覧券　　　
　大人 ７００円 → ５６０円
　小中高生 ２８０円 → ２２０円
●縄文博物館、年縞博物館入館料（各館）
　大人 ５００円 → ４００円
　小中高生 ２００円 → １６０円
　※縄文博物館については、若狭町民の方は無料
●レインボーライン山頂公園入園料　　　　
　大人 ８００円 → ７００円
　中学生以下 ６００円 → ５００円
　※レインボーラインへは、別途通行料が必要です。

スタンプラリー
　３施設すべてのスタンプを集めた方に、３施
設目の受付で粗品（オリジナルクリアファイル）
を進呈。

縄文博物館と年縞博物館と
レインボーラインの
コラボ割を実施します！

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
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広瀬奈緒＆今川裕代コンサート
“歌とピアノで紡ぐ心のふるさと”

■越のルビーアーティスト※1 によるクラシックの名曲の数々
をお届けします。様々な組み合わせのアンサンブルで楽器
や声の魅力を存分にお楽しみいただけるプログラムです。チ
ケット購入者特典あり！

■透明感あふれる広瀬奈緒の歌声とシル
クのような今川裕代の音色が織りなす、
イギリス民謡や福井ゆかりの歌曲を、み
なさんの心にお届けします。
　ゲストにリトルピアニストとコロッコ少年
少女合唱団を迎える、若狭スペシャルコ
ラボレーション。

プログラム
・ジーツィンスキー：ウィーンわが夢の町
・プッチーニ：オペラ「ラ・ボエーム」より『私が街を歩くとき』
・ショスタコーヴィチ：４つのワルツから第3曲・第4曲　ほか
※プログラムは、予告なく変更になる場合があります。

出演／木下園子（フルート）、中田圭依（ソプラノ）、
　　　前川明音（クラリネット）、仲谷理沙（ピアノ）

料金／一般 500円　高校生以下 100円
※指定席　未就学児入場不可

チケット購入者特典／①楽器のクリニック※2、②楽器リペア※3

※12月号に掲載した「歌手体験(チケット購入者特典)」は、実施しません。

※1…（公財）福井県文化振興事業団が運営する「越のルビー
アーティストバンク」に登録する福井県出身もしくは在
住のプロの演奏家

※2…要事前申込　受講料100円
　　　対象；フルート・クラリネットのみ
※3…診断・簡易調整のみ。　料金100円
　　　対象：クリニック受講者のみ

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）

開演／ 14：00　　開場／ 13：30

開催日／2月23日（土）

開催日／3月24日（日）
開演／ 15：00　　開場／ 14：30

主催／若狭町
協賛／（公財）げんでんふれあい福井財団
後援／福井新聞
出演／広瀬奈緒（ソプラノ）
　　　今川裕代（ピアノ）
　　　リトルピアニスト
　　　コロッコ少年少女合唱団
プログラム（予定）
・J. シベリウス　ロマンス　op.24-9
・笠松泰洋編曲　アメージンググレース
・笠松泰洋　　　いのちとは　
料金／一般 1,500円
　　　学生 500円
※指定席　未就学児入場不可

チケット
好評発売中！

パレア若狭ワンコインコンサート
ルビーセレクション ～美しき音楽の彩り～

音楽ホール

木下園子 中田圭依 前川明音 仲谷理沙

12/22（土）
9：00

チケット発売
開始

   先行発売
12/15（土） 9：

00

お一人様 
  2 枚まで



DOKI!情報局ドキ!

■子どもたちの作品は、新鮮で創造性に溢れ、
迫力と感動があり、誠実かつ建設的な絵は、子ど
もたちの確かな育ちを物語っています。今回も絵
画に加え造形物も合わせて展示します。子どもた
ちが絵を描いている様子も会場内で放映します。
個性あふれる作品をお
楽しみください。期間中
土日、祝日の9：00～
17：00は保育士が常駐
し、質問などに応じます。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

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／
ルビーセレクションワンコイン・コンサート 
………………………………… 2月9日（土）
広瀬奈緒＆今川裕代コンサート…3月10日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

第５２回

嶺南地区吹奏楽
アンサンブルコンテスト
■県大会の予選を兼ね、嶺南地区の中学校・
高校・一般の吹奏楽愛好家が、日頃の練習の
成果を発表します。少人数で演奏するアンサン
ブルの魅力をお楽しみください。

主催／県高等学校文化連盟吹奏楽部、
　　　県中学校教育研究会音楽部会
後援／県吹奏楽連盟、嶺南地区吹奏楽連盟
協賛／若狭町

■高校・一般部門　
1月7日（月）開催日／

小浜中学校　Tel:0770-52-2612

開演／ 13：00　　開場／ 12：30

■中学校部門
1月14日（月・祝）開催日／

開演／ 10：00　　開場／ 9：30

入場無料

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

恐い間取り 事故物件怪談
（松原　タニシ／著）

図書館からのオススメ本

　前の住人が何らかの理
由で最期を遂げている「事
故物件」。そんなワケあり
物件を転々とする、「事故
物件住みます芸人」松原
タニシによる怪談集です。
実際に体験した不思議な
話を、すべて間取り付き
で紹介しています。

パレア若狭ギャラリー
ご利用案内！

■絵画や書道、写真、陶芸など、様々な展示が
可能な吹き抜けの開放的な空間です。個展から
グループ展まで、皆さまのご利用をお待ちして
おります。まずは、お気軽
にご相談ください。

展示壁面（釘打ち可能）
①固定壁面：38ｍ
　※北（図書館）側：高さ2.7m×幅21m
　南（創作スタジオ）側：高さ2.2m×幅17m
②追加パネル：高さ2.2m×幅0.9m
　※最大20枚設置可能（両面使用で36m）
付帯設備
•LED照明　•作品懸架ワイヤーフック
•展示台　　•長机など
使用料
2,000円／日（連続使用の場合、割引が適
応されます。）
※付帯設備によって追加料金が発生する場合が
　あります
受付期間
•使用日の6 ヶ月前から5日前まで。
※所定の施設利用申請書を提出いただきます。

中央保育所　武田　Tel:0770-45-1815

■若狭町には世界に通じる製品を作る事業所
がたくさんあります。町
内事業所の特徴や仕事
内容などをパネルや製
品で紹介します。

若狭町総合戦略課 政策推進室　Tel:0770-45-9112

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00
主催／若狭町次世代定住推進協議会

1月12日（土）～14日（月・祝）

若狭町立保育所（園）幼児画展

展示期間／
第１部 幼児画展【0・1歳児～3歳児・4歳児全員】

時間／9：00～ 20：00 ※初日は１２時～
※火曜休館

1月21日（月）～1月27日（日）
第２部 修了記念展【５歳児全員】　
1月28日（月）～2月3日（日）

若狭町事業所PR展 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。

1月12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

1月26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

若狭三方縄文博物館

■縄文博物館と年縞博物館とレインボーライ
ンとが連携したコラボ企画。連携施設のいず
れかに入館または来場された個人に対し、次回
から利用できる割引チケットを進呈。２か所目
以降の施設において割引を実施します。
※連携施設…福井県年縞博物館、㈱レイン
ボーライン、若狭三方縄文博物館

割引チケット
●縄文博物館・年縞博物館共通観覧券　　　
　大人 ７００円 → ５６０円
　小中高生 ２８０円 → ２２０円
●縄文博物館、年縞博物館入館料（各館）
　大人 ５００円 → ４００円
　小中高生 ２００円 → １６０円
　※縄文博物館については、若狭町民の方は無料
●レインボーライン山頂公園入園料　　　　
　大人 ８００円 → ７００円
　中学生以下 ６００円 → ５００円
　※レインボーラインへは、別途通行料が必要です。

スタンプラリー
　３施設すべてのスタンプを集めた方に、３施
設目の受付で粗品（オリジナルクリアファイル）
を進呈。

縄文博物館と年縞博物館と
レインボーラインの
コラボ割を実施します！

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270
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■越のルビーアーティスト※1 によるクラシックの名曲の数々
をお届けします。様々な組み合わせのアンサンブルで楽器
や声の魅力を存分にお楽しみいただけるプログラムです。チ
ケット購入者特典あり！

■透明感あふれる広瀬奈緒の歌声とシル
クのような今川裕代の音色が織りなす、
イギリス民謡や福井ゆかりの歌曲を、み
なさんの心にお届けします。
　ゲストにリトルピアニストとコロッコ少年
少女合唱団を迎える、若狭スペシャルコ
ラボレーション。

プログラム
・ジーツィンスキー：ウィーンわが夢の町
・プッチーニ：オペラ「ラ・ボエーム」より『私が街を歩くとき』
・ショスタコーヴィチ：４つのワルツから第3曲・第4曲　ほか
※プログラムは、予告なく変更になる場合があります。

出演／木下園子（フルート）、中田圭依（ソプラノ）、
　　　前川明音（クラリネット）、仲谷理沙（ピアノ）
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※指定席　未就学児入場不可

チケット購入者特典／①楽器のクリニック※2、②楽器リペア※3
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※1…（公財）福井県文化振興事業団が運営する「越のルビー
アーティストバンク」に登録する福井県出身もしくは在
住のプロの演奏家
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※3…診断・簡易調整のみ。　料金100円
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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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後援／福井新聞
出演／広瀬奈緒（ソプラノ）
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