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平成31年

若狭町成人式
〜新たな決意と希望を胸に 〜
1月13日に若狭町成人式がパレア若狭で行われました。今年は平成10年4月
2日から平成11年4月1日生まれの160名が大人の仲間入りをしました。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は、同級生との再会を弾ける
笑顔で喜び合っていました。
式典で森下町長は「一生涯に一度の成人式をお祝いし、将来が希望に満
ち溢れたものになるようお祈り致します。一人でも多くの方が郷土に愛着をもち、

司会の井口春菜さん

若狭町の将来を担っていっていただきたい。」と式辞を述べました。また、玉井
教育長は「御成人おめでとうございます。これからは一成人として前向きにたく
ましく生きてください。」と新成人にエールを送りました。

ピアノ伴奏の山口輝さん
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森下町長の式辞

玉井教育長から励ましの言葉

20歳の門出、そして誓い
実行委員長の北浦安珠さん（杉山）は「仲間や先
生それに家族など多くの人に支えられ、今日成人式を
迎えられることに感謝します。これからは大人としての

成人証書・記念品の授与

自覚をし、社会の一員として向上心を持って生活して
いきたいと思います。昨年国体でボランティアをさせて
いただいたとき、同世代の選手から『目の前のことを
大事にしていく』という言葉を聞き、前向きに取り組む
ことの大切さを教えてもらいました。新しい元号ととも
に、新しい社会を作っていきたい。」と力強く誓いの言
葉を述べました。
新成人誓いの言葉（北浦安珠さん）
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大下 元貴さん【杉山】

倉谷 愛加さん【下野木】

入江 拓実さん【別庄】

森下 大海さん【神子】

地元で就職して2年目になります。
これからは成人らしく、何事も落ち
着いて行動していきたいです。実行
委員会にも所属していましたが、和
気あいあいとして楽しかったです。

小浜で調理の仕事をしていま
す。これからは上からの目も
変わり、責任も増していくと
思うので、より一層頑張りた
いと思います。

会社員です。これからは大
人として後輩のお手本にな
れるよう頑張りたいです。

京都の専門学校で勉強して
います。就 職 も 決まりまし
た。これからは社会人の自
覚を持って生活していきた
いです。

広報わかさ

2019年 3月号
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若狭町成人式
前日の準備

月から計
成人式当日にむけて9
成人式実行委員会は、
1月12日
日の
。前
てくれました
5回 集まって 準備 をし
めをし
袋詰
料の
や資
文集
渡す
(土)午後、当日新成人に
した。
てリハーサルを行いま
ました。その後、ホールに

年縞ふくさプレゼント
若狭町青年会が、福井県若者チャレンジプランコンテス
トに応募して採択された賞金を使い製品開発した年縞
ふくさを、会長の井上真吾さんより実行委員の皆さんへ
プレゼントしました。このふくさは、年縞をモチーフにし、
京友禅の手法でコーティングした若狭和紙に美方高校
生が縫製したものです。昨年の国体競技で、食見海岸
で行われたオープンウォータースイミングの参加賞を入れ
るケースもこれと同じ素材を使い、選手の方にプレゼント
されています。

三宅 悠月さん【麻生野】

田中 稚子さん【神谷】

金 沢 で学 生をしています。
勉強を今まで以上に頑張っ
ていきたいです。

今、岐阜で夢(管理栄養士)
に向かって頑張っています。

吉田 浩之さん【岩屋】

寺井 翔虎さん【上野】

小浜で働いています。成人
の自覚を持って行動してい
きたいです。

東京で消防の勉強をしてい
ます。救急救命士目指して
頑張ります。
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音楽ホール

広瀬奈緒＆今川裕代コンサート
開催日／

歌とピアノで紡ぐ心のふるさと

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 若狭町コロッコ少年少女合唱団
■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若狭町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。

リトルピアニスト

上野山 斡空
［小学３年］

奥東 愛未
［小学4年］

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
料金／一般 1,500円
※指定席

学生 500円

［小学5年］

ッセ
からのメ ージ
今 川 裕 代さん
若狭の子 供達を指 導し
て
いると、秘めた才 能が 開花
し
ていく姿、ステージで飛翔す
る
姿に言葉にならないほどの
感
動を覚えます。広瀬 奈緒
さん
の透明で柔らかな歌声と子
供
達の純真なピアノのコラボレ
ー
ションは、私達の心に深く
染み
入るでしょう。
大いにご期待ください！

武田 晃陽
［高校２年］

ピアノを学ぶ県内の若狭地域等に住む小学生から高校生まで

若狭町内の児童生徒が集い活動をはじめて

の子どもたち。これまでのリトルピアニスト企画やパレア若狭での

22年目の合唱団。地域に愛され、多くの方々

公開レッスンなどで、今川裕代さんに指導を受けた子どもたちの

からの支援を受けながら、歌う仲間の輪を広げ

中から、今年は４名がゲストとして登場。夢の舞台に向けて、今

ています。今回の共演に向けて、広瀬奈緒さ

川裕代さん・広瀬奈緒さんからの指導を受けながら、日々の練習

んから直接指導を受け、磨きをかけた明るく元

を重ね、初めてのソプラノ歌手との合奏にチャレンジします。

気な歌声を披露します。

いのちとは
チケット
中！
好評発売

未就学児入場不可

若狭町コロッコ少年少女合唱団

寺井 愛葉

笠松泰洋

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

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♪

■小さなお子さまからご家族みんなで
お楽しみいただける公演です。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、みんな集まれー！

吉川真澄（ソプラノ）

平岡愛子（マリンバ）

プログラム
間宮芳生：カニツンツン
レオポルト・モーツアルト：おもちゃの交響曲
ハチャトゥリアン：“ガイーヌ” より レスギンガ
ルロイ・アンダーソン：シンコペーティッド・クロック
海（童謡唱歌） ほか
絵本「カニ ツンツン」
（金関寿夫／文 元永定正／絵
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福音館書店）

山崎智里（パーカッション）

開催日／

大宅さおり（ピアノ）

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） 3/2（土）9：00
※0 歳児からご入場いただけます
※自由席

売開始
チケット発 まで
様3枚

お一人

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

子どもの育ち講演会

音楽ホール

39th 春の音楽会

写真で遊ぶ
「花」展

■教室の生徒たちが１年間の練習の成果を発

■現代美術のつどい「土田ヒロミ展」の写真

表します。ソロ演奏はもちろん、生徒同士、兄

ワークショップ受講生

による連弾演奏もお楽しみください。

展の第3回目。今回は

弟姉妹、親子、保護者と先生など、様々なペア

主催／ピアノ・リトミックスクール
ぐるーぷアンダンテ
開催日／

3月2日
（土）

開演／ 13：00

開場／ 12：30

入場無料
荒井たみ江

Tel:090-4326-1706

創楽堂ヤマハ音楽教室
ピアノ・エレクトーン発表会

そのために「私たち大人に何ができるのか」

2月28日
（木）

時間／ 19：00 〜 20：30
平成31年新春かるた始め
撮影：大橋博之（若狭町）

3月17日
（日）
〜31日
（日）

時間／ 9：00 〜 20：00
（初日は12:00から、最終日は15:00時まで）
※火曜日休館
「写真で遊ぶ展」
実行委員会
Tel:0770-64-1788
（若狭ものづくり美学舎）

■ピアノソロやエレクトーンソロで、楽しい演奏

『パレ若塾』受講生募集！

成果を出せるよう、一生懸命演奏します。ぜひ

『映える！』写真のアイデア講座

を発表します。これまでたくさん練習してきた

その人らしい豊かな人生を送れる町にしたい。

開催日／

「花」をテーマに個性的
展示期間／

■人それぞれが持つ個性を生かし、誰もが

を一緒に考えてみましょう。

仲間から生まれた写真

に映像表現します。

〜だれにとっても 生きやすい町って…〜

場所／パレア若狭 研修室
内容／子どもの育ち講演会
講師／内田 彰夫 氏
（児童発達支援事業所 ぽると代表）
入場無料（申込受付 2月27日（水）まで）
若狭町福祉課

土阪

Tel:0770-62-2704

認知症講演会
開催日／

3月7日
（木）

時間／ 18：30 〜 20：30

場所／リブラ若狭（中央公民館）講堂
■
「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。 内容／テーマ「認知症を理解し、共に生きる」
主催／ (株)創楽堂
講師 社会福祉法人 東北福祉会
単に写真写りの良いフォ
認知症介護研究・研修仙台センター
開催日／
トスポットで撮影するので
主任研究員
吉川 悠貴 氏
開演／ 10：30（予定） 開場／ 10：00（予定） はなく、撮影のアイデア
入場無料・申込不要
と準備次第で面白い絵が
入場無料
若狭町福祉課地域包括支援センター Tel:0770-62-2702
撮れることを学びます。
お越しください。

3月16日
（土）
（株）
創楽堂

Tel:0770-52-1313

創楽堂音楽教室ピアノ発表会
■ピアノソロや連弾で、美しくかっこいい演奏

を発表します。これまでたくさん練習してきた
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。

3月17日
（日）

開演／ 10：30（予定） 開場／ 10：00（予定）
入場無料
（株）
創楽堂

Tel:0770-52-1313

美方高校吹奏楽部
定期演奏会2019
■美方高校は創立50周年を迎えました。これま

での伝統を受け継ぎつつも新しいことに挑戦を

していきます。私たちの明るく爽やかなステー
ジをぜひお楽しみください！

3月31日
（日）

開演／ 14：00

Kazuhiro Tanda

時間／ 13：30 〜 15：00
場所／パレア若狭

研修室A

講師／反田和宏 氏
（Gettyimages 契約フォトグラファー）
対象／定員３０名

※定員になり次第受付終了
※ドリンク・スナック付

若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

若狭三方縄文博物館
縄文DOKIDOKI会 火焚きイベント
開催日／

3月23日
（土）

開場／ 13：30

入場無料

Facebook
パレア若狭
https://www.facebook.com/
pareawakasa/

“いいね !” お待ちしております♪

時間／ 9：00 〜 12：00

会場／縄文ロマンパーク内 竪穴住居
内容／ 竪穴住居で火焚き体験
おしるこの振る舞い
（数に限りがあり無くなり次第終了）
クマザサ茶の振る舞い
入場無料

主催／美方高校吹奏楽部
開催日／

3月31日
（日）

受講料／ 1,000円

主催／ (株)創楽堂
開催日／

開催日／

若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

託児所をご利用ください！

■パレア若狭 facebook ページでは、イベン

トのご案内やおすすめ情報をリアルタイムでお
届けしています。

イベント情報は、開催のご案内だけでなく、出

演者からのメッセージなどもお届けしていま

す。ぜひチェックしてみてください

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／

広瀬奈緒＆今川裕代コンサート… 3月10日
（日）
福井県立美方高等学校

Tel:0770-45-0793

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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