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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 〜
若狭町成人式が 1 月 12 日パレア若狭で行われました。今年は平成 11
年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日生まれの 162 名が大人としての第一歩
を踏み出しました。華やかな振袖や真新しいスーツ姿の新成人たちは、同
級生たちとの再会を喜び、思い出話に花を咲かせていました。
式典では森下町長が「この成人式が、皆さんにとりまして郷土に誇りと
愛着を持ち、常に謙虚な心と感謝の気持ちを忘れることなく、相手のこと
を敬い、これからの道を歩んでいただきたい」と激励しました。さらに「三
司会の新田亜優さん

方小卒業の新成人が 5 年生の時より取り組んだ『ゆりかご米』の活動が、
昨年環境省にて表彰を受けました。今、若狭町にいる皆さんの後輩たちは、
皆さんの背中を見ながら頑張っていますので、後輩たちに負けないよう、
そして若狭町の誇れる先輩であっていただきたいと心より願っております」
と式辞を述べました。
また、中村教育長は「皆さんには、まだまだ限りない可能性があります。
どうか毎日の生活の中で多くのことを学び経験し、自分の良さを発揮し、自
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森下町長

中村教育長

分の将来を信じ、家族や周りの仲間とともに自分の人生をこれからも一歩
一歩着実に進んでください」と励ましの言葉を述べました。
実行委員長の奥村仁一郎さんは「今日私たちがここに集い、笑顔で成
人式を迎えることができるのは、私たちを支えてくださった多くの方々のお
かげです。この感謝の気持ちと若狭町で生まれ育った誇りを大切にし、そ
して成人としての決意を心に刻み、これからの人生を歩んでいきたい」と
力強く誓いました。

成人証書・記念品を受ける
田中瑛二さんと奥村世紀さん

新成人誓いの言葉を述べる
奥村仁一郎さん
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新成人
インタビュー

し みず

清水

しょう た

翔太 さん

京都の美容学校に通っていま
す。将来は人を笑顔にできる美容
師を目指して頑張ります。
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お だに

小谷

み

さ

き

美沙紀 さん

今、京都の専門学校でホテル関係の
勉強をしています。今年4月より長崎の
ハウステンボスに就職が決まりました。
お客様へ笑顔と幸せをお届けできる
よう、世界一のホテルウーマンを目指
して頑張ります。

た なか

田中

えい じ

瑛二 さん

働き始めてからもうすぐ1年
が経ちます。これからは社会人
としての自覚と責任を持ち頑張
ります。

おく むら

奥村

じん いち ろう

仁一郎 さん

福井県警察の小浜警察署に所
属しています。
市民が安全で安心して暮らせ
る福井を実現するため、これから
も頑張りたいと思います。

おく むら

奥村

せつ な

世紀 さん

現在、福井の専門学校に通っており、
4月からは社会人です。20年間大切に育
ててくれた両親をはじめ、今まで私に携
わってくださった方々への感謝の気持ち
を忘れず、立派な大人になる為まだまだ
成長し、社会に貢献していきたいです。

し みず

清水

かい と

海斗 さん

今は酒屋でお酒等の配達と営
業をしてます。成人したことを
忘れず社会の一員として頑張り
たいと思います。
〈写真：四方由紀子〉
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音楽ホール

パレア若狭ワンコインコンサート２０１９ｖｏｌ．
４

福井の星☆エトワール
アーティストコンサート
小さい頃から慣れ親しんだ
パレア若狭のホールで
コンサートをする機会をいただき、
とても嬉しく、感謝の気持ちで
いっぱいです。
３月１日たくさんの方とお会い
できるのを楽しみにしております。

おひるねコンサート

■ “生演奏を聴きながら寝る” という最高の贅
沢を味わえるコンサート。

年度末の疲れを癒しにきませんか？

生まれ育った福井で、
このようなコンサートに
出演できることを光栄に思います。
心を込めて演奏しますので、
お楽しみいただけたら
嬉しいです。

開催日／ 3月21日
（土）

Etoile
Artist
Concert

開演／ 14：00

開場／ 13：30

料金／自由席 …………………………1000円
爆睡シート（8席限定）………2000円
※プレミアムシート・リラクゼーションシート
は完売しました。
共催／若狭町政策推進課
お昼寝実行委員会
Tel:080-6759-2258（鈴木）

住民によるイベント企画大募集！
住民主体の文化創造支援事業

■クラシック界のエトワール（未来の星）とし

て、今後の活躍に期待が高まる嶺南出身の二

人の若手ピアニストが登場。フレッシュでエネ

ルギー溢れる演奏に乞うご期待下さい！

開催日／ 3月1日
（日）
開演／ 14：00

料金／一般 500円
※未就学児入場不可

開場／ 13：30
高校生以下100円

※自由席

プログラム
ナゼールの夜会 他

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

はじめての百人一首 〜競技かるたの世界をのぞいてみよう〜

芸術文化の振興や福祉・健康の増進などに

つながる活動を募集します。町が共催する事

業として選定することで、使用料が減免にな

るなど、イベントを町が後押しします。募集
●芸術鑑賞事業

優れた芸術性や創造性を有する出演者または出

展者（作品）を迎え、舞台芸術公演及び美術作

品の鑑賞の場を提供するもの。
（募集：６事業）
●生涯学習事業

■
「散らし取り」などの遊びから百人一首に親し

専門的知識、技能や技術を提供するもので、地

有段者（上級者）たちの対戦観て、肌で競技か

な学びの機会を提供するもの。
（募集：２４事業）

域住民や青少年にワークショップなどの体験的

み、和歌やルールを覚えていきます。最後は

※応募事業は、町が設置する「パレア若狭文化

るたの世界を知りましょう
！
開催日／

事業企画委員会」が審査します。

3月15日
（日）

実施期間／

令和２年５月１日〜令和３年３月３
１日

時間／ 10：00 〜 11：30

会場／パレア若狭 音楽ホール ホワイエ

申込締切／令和２年４月１０日（金）

講師／千田茂（弐段 Ｂ級選手）
協力／若狭町かるた協会・美方高校かるた愛好会

※募集終了後も予定実施数に達しない場合
は、随時受付を行います。
詳しくは、パレア文化課にお問合せください。

対象／かるた初心者歓迎（未就学児も参加可能）
定員／１６名 ※定員になり次第受付を終了します。
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コンサートやワークショップなど、若狭町の

する事業は次のとおりです。

・ラフマニノフ作曲 ピアノソナタ第２番
・プーランク作曲

■パレア若狭で行う、広く一般に公開される
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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

音楽ホール

40th 春の音楽会

若狭町歴史文化館
令和元年度

【民俗分野】

■教室の生徒たちが１年間の練習の成果を発表

第5回若狭町歴史環境講座

や兄弟姉妹・親子・また私とOG生徒と等、様々

月に行われる「戸祝い」の行事に習合されてい

します。ソロ演奏はもちろん、３歳児のリトミック
なペアによる連弾演奏もお楽しみください。

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20日
（金・祝）

開演／ 13：00

開場／ 12：30

入場無料

■若狭町に伝わる「キツネガリ」の行事は小正

るものが多くあり、子供たちが歌う歌詞の中に
その形跡が見られます。この「キツネ」を稲荷

神のように福ととらえるのか、狐憑きのように
邪悪なものととらえる

Tel:090-4326-1706

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！

開催日／

3月27日
（金）

開演／ 18：00

開場／ 17：30

入場無料

■図書館パレア館おはなしコーナーにて、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。
開催日／

3月14日
（土）

時間／ 11：00 〜

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー

若狭町立図書館 リブラ館

ければ幸いです。

0770-47-5363

にじいろのおはなし会

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４

主催／若狭町・若狭町歴史環境講座
企画運営委員会
協賛／関西電力株式会社
開催日／

主催／美方高校吹奏楽部

おはなしたまてばこ

料金／無料

りわけ狐の民俗につい

美方高校吹奏楽部
定期演奏会2020
■美方高校は創立51周年を迎えました。これま

Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び

のか。この行事から、と

て理解を深めていただ

芝井たみ江

若狭町立図書館 パレア館

3月22日
（日）

時間／ 13：30 〜 15：00

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。

開催日／

3月28日
（土）

時間／ 14：00 〜

場所／図書館リブラ館 こどもひろば

場所／若狭町歴史文化館
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
（福井県三方上中郡若狭町市場20-17） 料金／無料
内容／講演：
「若狭の来訪神−キツネガリと
キツネガエリ、戸祝いのはじまり」
かね だ ひさ あき

講師：金田久璋氏
（日本地名研究所所長 民俗学者）
入場無料

福井県立美方高等学校

Tel:0770-45-0793

春の小さな音楽会

図書館からのオススメ本

■４つのピアノ教室の生徒による発表会です。
心をこめて可愛く楽しく演奏します。ぜひご来場

『こども六法』
（山崎 聡一郎／著) 弘文堂

ください。
開催日／

いじめや虐待は犯罪です。こども六法は、大

3月28日
（土）

開演／ 13：00

人でも難解な法律をイラストつきで、誰でも

開場／ 12：30

楽しんで読めるように書き直したものです。漢

字にはすべてルビをふり、法律のむずかしい

入場無料
スプリングカルテット Tel:090-2379-1908

若狭町歴史文化課

Tel:0770-45-2270

創楽堂音楽教室
ピアノ発表会

創楽堂ヤマハ音楽教室
ピアノ・エレクトーン発表会

■ピアノソロや連弾で、美しくかっこいい演奏

■ピアノソロやエレクトーンソロで、楽しい演

成果を出せるよう、一生懸命演奏します。ぜひ

た成 果を出 せるよう、

を発表します。これまでたくさん練習してきた
お越しください。

開催日／

しく理解し適切な対応が取れるようにという願

いで制作されました。こどもだけでなく、大人

にこそ読んでもらいたい一冊です。

奏を発表します。これまでたくさん練習してき

一生懸命演奏します。

ぜひお越しください。

3月14日
（土）入場無料

開演／ 13：30 開場／ 13：00
（株）
創楽堂

用語もできるだけわかりやすくして、現状を正

Tel:0770-52-1313

開催日／

3月29日
（日）入場無料

午前の部
午後の部

開演／ 10：30 開場／ 10：00
開演／ 13：30 開場／ 13：00
（株）
創楽堂

Tel:0770-52-1313
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