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若狭町成人式
令和3年

Wakasa town coming-of-age ceremony

　若狭町成人式が１月１０日に三方地域はリブラ若狭、上中地域はパレア若狭にて行われました。今年は新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、２会場に分かれて感染防止対策を十分行いながらの開催となりました。若
狭町内では平成１２年４月２日から平成１３年４月１日生まれの１７０名が成人式を迎えました。
　両会場では、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
う光景が見られました。
　式典は両会場とも国歌のピアノ伴奏に始まり、森下町長の式辞、成人証書・記念品の授与、来賓祝辞、最
後に新成人誓いの言葉と続き、例年より時間も短縮されました。
　式辞の中で森下町長は、一人でも多くの方が『ふるさと若狭町』の将来を担っていただく事の期待や「この
成人式を一つの節目として常に謙虚な心と感謝の気持ちを忘れることなく、厳しい時代に打ち勝つ逞しい社会人
となって活躍されることを祈念します」とエールを送りました。
　新成人誓いの言葉では、コロナ禍での暗い話題が多い中、三方会場では実行委員長の井上健太郎さんが
同年になる競泳の池江璃花子選手が白血病を克服してレースに復帰したこと、また上中会場では実行委員長
の髙橋湧暉さんが野生の川魚と水槽育ちの金魚との「たくましさ」の違いを例に挙げ、今までの感謝の気持ち
とともに今後の決意を力強く述べました。

～ 感謝 と 決意 ～

20歳の門出、そして誓い。

三方会場

司会の池田二千花(左)さんと
田辺

  ゆ　  う

有羽(右)さん
ピアノ伴奏の青池

  ゆ　  な

悠奈さん 成人証書・記念品を受ける
原田淳次さんと久保田

  み　  な

光菜さん
新成人誓いの言葉を述べる
井上健太郎さん

司会の武田空さん ピアノ伴奏の酒井孝輔さん 成人証書・記念品を受ける
小野真慶さんと荻野紗和さん

新成人誓いの言葉を述べる
髙橋

  ゆう　 き

湧暉さん

上中会場

ゆう    き
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上
中
地
域

　社会人2年目でまだまだ未熟者なの
で、成長していけるようにいろんなこと
にチャレンジしていきたいです！そして、
頼られる存在になれるよう頑張ります！

荻野　紗和 さん
おぎ  の さ　わ

　三重県で仕事してます。
　自分の会社を持てるように
精進していきます。

小野　真慶 さん
お　の まさ よし

　地元で仕事してます。
　若狭町に少しでも恩返しで
きるように頑張ります。

北川　留伊 さん
きた がわ る　い

　僕は埼玉の自衛隊で働いています。
　抱負は特にないのですが、日本を守
るでっかい漢になります。福井で何かあ
ればすぐ駆けつけます。連絡ください。

髙本　悠斗 さん
たか もと ゆう  と

　看護学校に通っています。
　理想とする看護師になれるように
勉強や実習を頑張ります。

武田　空 さん
たけ　だ そら

　京都で絵をかいています。

福井　陵人 さん
ふく　い りょう と

三
方
地
域

　京都の大学に通っています。今まで
お世話になった方への感謝の気持ち
を忘れずに、様々な経験を重ねながら
多くのことを学び、立派な大人になれ
るよう頑張りたいと思います。

江戸　絢香 さん
え　と あや  か

　東京の大学に通っています。
将来は子供たちに寄り添い、1人
ももれなく幸福へと導いていける
教員になれるよう頑張ります。

川島　明美 さん
かわ しま あけ  み

　現在は、滋賀県で大学生をしています。
　1年前から変わってしまった世界で今も
変わらず暗いニュースが多い毎日、先の見
えない日々が続いているけれど、下を向か
ずに明るい未来があると信じて1日1日を
大切に生きていきたいと思います。

久保田　光菜 さん
く　ぼ　た み　な

　今は実家の居酒屋で働いてます。
　まだまだ未熟者なので、たくさん経験を
積み、立派な大人になりたいと思います。
　同時に若狭町も盛り上げていきたいと
思います！がんばります！

原田　淳次 さん
はら　だ じゅん  じ

　現在は、日本大学に通っており埼
玉県で寮生活をしています。コロナウ
イルスに負けずに感染対策をしっかり
とし学生生活を充実させていきたいと
思っています。

田中　導栄 さん
た　なか みちひで

　現在は地元若狭町で社会人として
働いています。こんなご時世で大変で
すが、久しぶりに中学校時代の仲間に
出会えて活力が湧きました。地元で暮ら
している身として、これからも若狭町の
為に貢献していきたいと思います。

山下　森也 さん
やま した もり　や

新
成
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

新
成
人
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

〈写真協力：四方由紀子〉
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若狭三方縄文博物館
友の会 DOKIDOKI会員募集！
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。

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

★問い合わせ

● 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円年会費

● 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

特　典

一緒に活動しませんか

（左）ジョーくん
（右）モンちゃん

開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／オーケストラ・アンサンブル金沢/殺陣師
料金／一般：2,000円　高校生以下：1,000円
主催／若狭町
後援／福井新聞社

2月28日（日）開催日／

■殺陣と音楽。その通じると
ころは、相手と呼吸を合わせ、
集中し、互いに感じ合いなが
ら創り上げる空気感。弦楽器
が奏でる大河ドラマのテーマ
曲をともにお届けします。映
画音楽もお楽しみ下さい！

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。

音楽ホール

甲冑形埴輪

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.8

若狭町藤井に所在する藤井岡古墳群から出土
しました。本古墳から出土した甲冑形埴輪は、
鉄製の三角板皮綴短甲を忠実に模倣していま
す。埴輪の造形から、鉄製の短甲を良く知っ
ている人がこの埴輪を製作していることが分
かり、古墳時代に三方地域も重要視されてい
たことを示す貴重な資料です。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日14：00に紙芝居をします。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

令和3年3月27日（土）開催日／
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

オーケストラ・アンサンブル金沢
室内楽コンサート

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

殺陣と音楽のコラボレーション

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【有料】ご希望の方はご相談ください。
対象者／1歳～小学3年生まで
締切／山田姉妹ソプラノデュオコンサート
………………………………2月28日（日）

チケット
好評発売中

山田姉妹
ソプラノデュオコンサート

開演／ 14：00　開場／ 13：30
出演／山田姉妹、内門卓也
料金／一般：2,000円　
　　　高校生以下：1,000円
主催／若狭町　後援／福井新聞社

3月14日（日）開催日／■NHK「うたコン」などで
話題の双子ソプラノデュオ
「山田姉妹」が歌う懐かしい
メロディーやクラシックの名
曲の数々を、双子ならでは
の華麗なハーモニーでお楽
しみください。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

『かもさんおとおり』　
ロバート・マックロスキー /ぶん  え
わたなべしげお/やく

図書館からのオススメ本

かもの一家が、川から公園へ引越しです。か
もたちは１列になって町の中を歩き出しまし
た。目的地までは道を渡らなければなりませ
ん。自動車がたくさん走っていてさあ、たい
へん！ かもは鳴いて牽制します。それを見たお
まわりさんは自動車を
とめて交通整理。パト
カーまで出動です。
かもたちの引っ越しを
周りの人々とともに見
守ってみませんか。ほ
んのり心が暖かくなり
ます。

・弦楽四重奏＆殺陣
大河ドラマ「麒麟がくる」 他

・ファゴットアンサンブルバッカス
「ニューシネマ・パラダイス」 他

※曲目は変更となる場合があります。

プログラム

・２つでひとつ 
・見上げてごらん夜の星を
・浜辺の歌
・夜の女王アリア
 （モーツァルト 歌劇「魔笛」より）　他

プログラム
※曲目は
　変更となる
　場合が
　あります。

チケット
好評発売中

「音楽ホール練習プラン」とは？
練習プランは１時間単位の料金設定なので、
低価格でご利用いただけます。但し、予約は
使用する日の１ヶ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） 
→ 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） 
→ 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、
750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。
※割引期間は3月末までを予定しています。

ピアノ使用料

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

「音楽ホール練習プラン」
を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プラ
ンおよび通常のホール使用料を半額
にしています。
■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練
習したい」「発表会の前に、ちょっとホールでピ
アノを弾いてみたい」そんな声にお応えするた
めに、気軽に音楽ホールで練習できる「音楽
ホール練習プラン」があります。

音楽ホール

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00
※最終日は15：00まで　※火曜休館

2月12日(金)～3月1日(月)

若狭町人権擁護委員 岡本　Tel:0770-64-1707

■“人権尊重”をテーマに描かれた若狭町内児
童及び県内の入賞・優秀作品の数々をどうぞ
ご覧ください。

第２４回福井県小学生
人権ポスターコンテスト
入賞作品展

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

3月20日(土)～3月29日(月)火曜休館

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■「身近な自然を愛でる」がテーマの写真展で
す。約20点を展示予定です。ご覧いただけた
ら幸いです。

自然写真展
「ときめきの余韻」 太田祐貴

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。

（株）創楽堂　Tel:0770-52-1313

3月7日（日）開催日／
開演／ 10：00   11：30   13：30   15：00
 4部構成

入場無料

■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。

開演／ 13：30   開場／ 13：00
入場無料3月28日（日）開催日／

（株）創楽堂　Tel:0770-52-1313

創楽堂ヤマハ音楽教室
ピアノ・エレクトーン発表会

41th 春の音楽会
■教室の生徒たちが１年間の練習の成果を発表
します。ソロ演奏はもちろん、色々なペアによる
連弾演奏もお楽しみ
ください。

芝井たみ江　Tel:090-4326-1706

主催／ピアノ・リトミックスクール
　　　ぐるーぷアンダンテ　　

3月20日（土・祝）開催日／

開演／ 13：00　　開場／ 12：30
場所／パレア若狭音楽ホール

入場無料

た　て
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DOKI!情報局ドキ!

若狭三方縄文博物館
友の会 DOKIDOKI会員募集！
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。

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

★問い合わせ

● 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円年会費

● 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

特　典

一緒に活動しませんか

（左）ジョーくん
（右）モンちゃん

開演／ 15：00　開場／ 14：30
出演／オーケストラ・アンサンブル金沢/殺陣師
料金／一般：2,000円　高校生以下：1,000円
主催／若狭町
後援／福井新聞社

2月28日（日）開催日／

■殺陣と音楽。その通じると
ころは、相手と呼吸を合わせ、
集中し、互いに感じ合いなが
ら創り上げる空気感。弦楽器
が奏でる大河ドラマのテーマ
曲をともにお届けします。映
画音楽もお楽しみ下さい！

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。

音楽ホール

甲冑形埴輪

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.8

若狭町藤井に所在する藤井岡古墳群から出土
しました。本古墳から出土した甲冑形埴輪は、
鉄製の三角板皮綴短甲を忠実に模倣していま
す。埴輪の造形から、鉄製の短甲を良く知っ
ている人がこの埴輪を製作していることが分
かり、古墳時代に三方地域も重要視されてい
たことを示す貴重な資料です。

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日14：00に紙芝居をします。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

令和3年3月27日（土）開催日／
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

オーケストラ・アンサンブル金沢
室内楽コンサート

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

殺陣と音楽のコラボレーション

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【有料】ご希望の方はご相談ください。
対象者／1歳～小学3年生まで
締切／山田姉妹ソプラノデュオコンサート
………………………………2月28日（日）

チケット
好評発売中

山田姉妹
ソプラノデュオコンサート

開演／ 14：00　開場／ 13：30
出演／山田姉妹、内門卓也
料金／一般：2,000円　
　　　高校生以下：1,000円
主催／若狭町　後援／福井新聞社

3月14日（日）開催日／■NHK「うたコン」などで
話題の双子ソプラノデュオ
「山田姉妹」が歌う懐かしい
メロディーやクラシックの名
曲の数々を、双子ならでは
の華麗なハーモニーでお楽
しみください。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

『かもさんおとおり』　
ロバート・マックロスキー /ぶん  え
わたなべしげお/やく

図書館からのオススメ本

かもの一家が、川から公園へ引越しです。か
もたちは１列になって町の中を歩き出しまし
た。目的地までは道を渡らなければなりませ
ん。自動車がたくさん走っていてさあ、たい
へん！ かもは鳴いて牽制します。それを見たお
まわりさんは自動車を
とめて交通整理。パト
カーまで出動です。
かもたちの引っ越しを
周りの人々とともに見
守ってみませんか。ほ
んのり心が暖かくなり
ます。

・弦楽四重奏＆殺陣
大河ドラマ「麒麟がくる」 他

・ファゴットアンサンブルバッカス
「ニューシネマ・パラダイス」 他

※曲目は変更となる場合があります。

プログラム

・２つでひとつ 
・見上げてごらん夜の星を
・浜辺の歌
・夜の女王アリア
 （モーツァルト 歌劇「魔笛」より）　他

プログラム
※曲目は
　変更となる
　場合が
　あります。

チケット
好評発売中

「音楽ホール練習プラン」とは？
練習プランは１時間単位の料金設定なので、
低価格でご利用いただけます。但し、予約は
使用する日の１ヶ月前から可能です。
※ご予約は前日までにお願いします。

1,000円／時間（8：30～18：00） 
→ 500円／時間
1,500円／時間（18：00～22：00） 
→ 750円／時間
※最長利用8時間まで
※土日祝日は20％加算

音楽ホール使用料

1,250円／時間（スタインウエイ  D-274）、
750円／時間（ヤマハ  CFⅢSA）
※詳細はお気軽にお問合せください。
※割引期間は3月末までを予定しています。

ピアノ使用料

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

「音楽ホール練習プラン」
を利用しませんか
文化活動を応援するため、練習プラ
ンおよび通常のホール使用料を半額
にしています。
■「コンクールがあるから、ホールでちょっと練
習したい」「発表会の前に、ちょっとホールでピ
アノを弾いてみたい」そんな声にお応えするた
めに、気軽に音楽ホールで練習できる「音楽
ホール練習プラン」があります。

音楽ホール

展示期間／

時間／ 9：00～ 20：00
※最終日は15：00まで　※火曜休館

2月12日(金)～3月1日(月)

若狭町人権擁護委員 岡本　Tel:0770-64-1707

■“人権尊重”をテーマに描かれた若狭町内児
童及び県内の入賞・優秀作品の数々をどうぞ
ご覧ください。

第２４回福井県小学生
人権ポスターコンテスト
入賞作品展

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

3月20日(土)～3月29日(月)火曜休館

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

■「身近な自然を愛でる」がテーマの写真展で
す。約20点を展示予定です。ご覧いただけた
ら幸いです。

自然写真展
「ときめきの余韻」 太田祐貴

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。

（株）創楽堂　Tel:0770-52-1313

3月7日（日）開催日／
開演／ 10：00   11：30   13：30   15：00
 4部構成

入場無料

■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。

開演／ 13：30   開場／ 13：00
入場無料3月28日（日）開催日／

（株）創楽堂　Tel:0770-52-1313

創楽堂ヤマハ音楽教室
ピアノ・エレクトーン発表会

41th 春の音楽会
■教室の生徒たちが１年間の練習の成果を発表
します。ソロ演奏はもちろん、色々なペアによる
連弾演奏もお楽しみ
ください。

芝井たみ江　Tel:090-4326-1706

主催／ピアノ・リトミックスクール
　　　ぐるーぷアンダンテ　　

3月20日（土・祝）開催日／

開演／ 13：00　　開場／ 12：30
場所／パレア若狭音楽ホール

入場無料

た　て
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