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鈴木麻依加さん現役
隊員

　進路を考えていた音楽大学(ピアノ専攻)4年生の時、たまたまテレビ
の深夜番組で若狭町の保育所のドキュメント番組を見て、若狭町の保
育に魅力を感じて保育士になることを決意しました。2年間の準備で保
育士の資格をとり、2017年4月より協力隊員となり若狭町気山保育所
2年間の勤務を経て、今年度よりとばっ子保育園で勤務しています。
　「恵まれた自然環境の中で自分で考えて工夫し、仲間と協力して遊
ぶことを通して生きる力をつけていく子ども達です。子どもの気持ちに寄
り添いながら、ひとりひとりの可能性を伸ばす保育は3年目となりますが、
今でも日々感動があります。協力隊の任期はあと一年ですが、この時
間を大切にしてこれからの進路を考えていきたいと思います」と語ってい
ました。
　夢はこの若狭町で経験した保育を関東の地元で伝えていきたいと
思っているとのことです。

神奈川県相模原市出身　27歳

村田　悠さん現役
隊員

　昨年12月より3年の予定で活動中です。以前よりとにかく
梅干しが好きで、協力隊募集記事を見て若狭町のことを
知り興味を持ち、応募されました。
　「今は町内の梅農家で構成されている「若狭みかた梅生
産組合」にお世話になり、梅干し作りから販路拡大・PRに
携わっています。若狭町の紅映の梅干しは、実が大変柔ら
かく容器に詰める時は慎重に扱わないと簡単に皮が破れて
しまいます。赤ちゃんに接するように繊細に扱わなければなら
ないので苦労しています。また、私の地元である関西を中心
に県外に出向宣伝に行くことも多く、毎日忙しく楽しく過ごし
ています。今後は梅加工品の開発にも関わり、若狭町の梅
を全国に発信していきたいです」と話していました。

兵庫県芦屋市出身　32歳

　地域おこし協力隊は都市住民が地方
に移住し、地域おこし活動や農林漁業
の応援、住民の生活支援に従事しても
らい、あわせてその地域に定住・定着を
図りながら、地域活性化を目指す取り組
みです。全国では約5,000人（平成29年
度）が地域おこし協力隊として活動して
おり、福井県は平成21年度以降これま
で約150名が活動してきました。
　若狭町では現在2名が活躍中、
卒業生も4名町内で活躍中です。

若狭町の保育が大好きです

「みかた梅」を
全国に
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地域おこし協力隊特集

坂野 佳彦さん

　京都でサラリーマンの後、滋賀県高島市
へ移住し5年間有機栽培の米農家に従事
しました。大阪で「新農業人フェア」に参加し、若狭町を知ったそうです。
　以前から農業で独立を考えていた坂野さん、健康食品の「梅」と出
会い一気に話が進み、2016年2月より協力隊員として梅栽培を研修し
ました。色々考えた後、農薬・肥料不使用の梅をやってみようと、耕作
放棄地でみんなが敬遠する山の傾斜地域の梅林で栽培を始めました。
　まず、栽培放棄期間が3年くらいと、農薬の影響もほとんどなくなっ
ていることと、傾斜地で水はけの良さに着目しました。しかし、梅の木の
樹勢を取り戻すのは大変で、剪定は言うに及ばず周りの木の伐採から
しなくてはなりません。しかし、この3年でようやく目処がたったくらいだと
言います。無農薬・化学肥料不使用という強い信念で、根気よく進め
られています。
　「若狭町は京都にも近く、4年後の新幹線のこともあり、販路も色々
考えています」と着 と々準備が進んでいるようです。今年1月には協力隊
も卒業し、2月から海士坂に居を移し、集落の雰囲気にも慣れ周りの
人にも支えられながら頑張っておられるようでした。

大阪府高槻市出身　47歳
OB

阪野 真人さん

　高校卒業後、野外活動等を学ぶ専門学校を経て、10年間北海
道のラムサール条約に指定されている霧多布湿原でNPO法人に勤務
し、ガイドなどをされていました。そこで結婚し子どもも出来る中、自分
の原風景である里山のこと、今後の子育てのこと、など色々考える中で
奥さんの実家のある若狭町への移住を決意しました。
　協力隊は2016年4月より今年3月まで活動し、空き家や次世代定
住などに関わりました。その中で若狭町の現状に触れ「まちづくり」の
大切さを深く感じました。3月に協力隊卒業後は、一般社団法人
Switchi Switchiの代表理事として年縞博物館内の「カフェ 縞」の運
営や、縄文ロマンパークを中心としたイベントの企画などを手がけてい
ます。また今年度からは、一般社団法人熊川プロジェクトの理事とし
て、熊川宿をより活性化するお手伝いをしたいと考えています。
　現在は林道や旧道など町内の魅力的な道を繋ぎ、若狭町をぐるっ
と一周できるトレイル事業や、若狭町
の特産品をいかした商品開発に取り
組もうと考えています。
　今後は、地域の「こまった！」と「こ
んなことをやりたい！」を探して、地域
の人達と事業化していきたいそうです。
　「民間団体として、まちが少しでも
良くなること取り組みたいと思っていま
す」と力強く語っておられました。

愛知県出身　39歳
OB

他にOGの宇野早希さんは道の駅三方五湖の店長として、
またOBの伏見勇希さんは梅ヶ原で梅栽培と加工品の販売でそれぞれ活躍中です。

こだわりの梅を
めざして

「まちづくり」を楽しく
地域のみなさんと
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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／
奥田弦ジャズワールド…………6月15日（土）
真夏の夜の室内楽…………… 7月10日（水）
若狭ブラスフェスタ2019 ……8月4日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

会場／パレア若狭　音楽ホール
主催／ＮＨＫ福井放送局、若狭町
出演／いとうあさこ、横山だいすけ
　　　すイエんサーガールズ
入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
※観覧募集の詳細は募集開始（7月中旬）後
　　下記HPでご確認ください。
　http://www.nhk.or.jp/fukui/

10月6日（日）開催日／
会場／パレア若狭・若狭歴史文化館

●フリーマーケット
　出店者募集！

10月19日（土）・20日（日）開催日／

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

かわいい背守り刺繍 
～子どもを守るおまじない～

図書館からのオススメ本

　かつて「七歳までは神のうち」といわれてい
たように、乳児死亡率の高かった昔は七歳ま
で生きられることがまれでした。そのため、親
たちは子どものすこやかな成長を願い、着物
の背中に縫い取りをしたのです。この本では、
麻の葉や菱形、コマなどの伝統的な図案に加
え、Tシャツやバッグなどの小物に刺してもか
わいいオリジナル図案
を、わかりやすいイラス
トとともにご紹介します。

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。

7月13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

7月27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＆アートフェスタは、よりよい共生社
会の実現に向けて、ひとりひとりの「好き」や
「得意」がほかの人の元気につながり、参加し
た人が「誰か」や「何か」と出会える場づくり
を目指して開催する「みんなでいこう！」をテー
マにしたお祭りです。あなたの「好き」や「得
意」で、お祭りを盛り上げてみませんか？

フリーマーケットで、地元特産品やリサイクル
品、手づくりの品などを販売し、「ハート＆アート
フェスタ２０１９」を盛り上げてみませんか？

会場／
パレア若狭デイサービスセンター前駐車場ほか

時間／9：30～15：00

※区画の割り振りは、給排水設備や電源の使用を考
慮し、事前説明会において事務局案を提示したうえで
決定します。

出店資格／
出店規約を遵守する若狭町内に住所のある個
人・団体・グループ。ただし、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。

出店料／1,000円
※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。

※出店規約等詳細は、お問い合わせください。

ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内　Tel:0770-62-2508

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

●サポーター募集！
活動内容／
子ども・お年寄り・障がいを持った方など、サ
ポートを必要とする参加者が多い催事でのサ
ポート活動、ホワイエでの交流企画の運営など

申込締切／ 8月16日(金)必着
※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。

海の絵展
■『ひよこコンサート』で募
集した海の絵を追加募集
し、今度はパレア若狭ギャラリーに展示します！
画材やジャンルは問いません。子どもだけでな
く、大人の方も奮ってご応募ください。

募集作品／
“海”をテーマにした絵画・版画・平面的な造形
物など、壁面に展示可能な平面作品
応募制限／１人２点まで　※年齢制限無し！
募集締切／
７月１日（月）までにパレア文化課窓口へお持
込いただき応募用紙にご記入ください。
返却／７月１５日  １５：00～ 
各自撤収をお願いします。
※ご都合が悪い場合は７月１７日午前中にお願いします。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／

火曜休館
時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１5：００まで
「海の絵」募集♪

7月4日（木）～15日（月・祝）※海の日

書棲庵「孫の会」書作展
■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。ぜひパレア若狭へお立ち寄り
いただき、ご覧ください。
展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は17：００まで
7月20日（土）～29日（月）火曜休館

井関　Tel:０７７０-62-1198

公 募
ハート&アートフェスタ2019
福祉と文化の祭典

■NHK Eテレ「すイエんサー」をパレア若狭で
公開収録します！すイエんサーガールズと会場
の皆さんで科学のナゾときに挑戦します。
　『７月中旬頃募集開始予定』

時間／ 10：00～15：00（予定）

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などのステージ発表

会場／パレア若狭
　　　音楽ホール
出演料／無料

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

11月3日（日）開催日／

■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出展
者を募集します。個人・団体は問いません。文
化芸術活動をされている方は、ぜひご応募いた
だき、若狭町文化祭を盛り上げていきましょう。

若狭町文化祭
出演者・出展者募集

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 9：00～18：00 
※最終日は16時まで（予定）

書道・絵・写真・花・工芸品・文芸作品などの 展示

場所／パレア若狭内
（展示場所は後日連絡いたします）
出演料／無料

11月1日（金）～3日（日）開催日／

時間／1回目　9：30～ 10：15
　　　 2回目 11：00～ 11：45

講師／森川かおる（ソプラノ） 
　　　木下翔太（ピアノ） 鈴木麻依加（ピアノ）

場所／パレア若狭音楽ホール

7月7日（日）開催日／

■乳児・幼児向け、生の音楽に親しむ教室で
す。ミニ演奏の鑑賞・リズムあそび・歌など、
五感を活用した遊びをとおして、身体的・感覚
的・知的な成長を目指しましょう。希望者には
楽器体験（スタインウェイをさわってみる）を
実施します。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

参加料／ 500円／組　※参観無料
対象／ 0歳～　1人の子どもにつき、
　　　1人の保護者が付添ください。
定員／各回15組
　　　定員になり次第受付を終了します。

七夕☆音楽あそび

公開収録

申し込み

7広報わかさ　2019年 7月号6 広報わかさ　2019年 7月号

■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！

今川裕代

奥田弦ジャズワールド
inパレア若狭

プログラム
•トルコ行進曲（奥田弦ジャズアレンジ）
•マイ・フェイバリット・シングス
　（奥田弦アレンジ） ほか

開演／14：00　  開場／ 13：30
料金／一般 2,000円　高校生以下 1,000円
※5歳以上入場可能　※指定席

6月29日（土）開催日／

奥田弦さんは4月27日に放送された「題名のな
い音楽会」（テレビ朝日）に「平成が生んだ！即興
王子」として紹介されました。 

チケット
好評発売中

！

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■驚異的なテクニックとアレンジ・作曲力を兼ね
備えた17歳高校生ジャズピアニスト“奥田弦”。
瑞々しい感性から奏でられる音色は、聴く者を
惹きつけてやまない。今回、同世代の美方高校
吹奏楽部もゲスト出演しま
す。オリジナル曲やジャズス
タンダードは勿論、クラシッ
クの名曲までもジャズアレン
ジし弾きこなす奥田弦の世
界をどうぞお聴き逃しなく。

今川裕代
ピアノアカデミー2019

応募要件／ソナチネアルバム相当の曲が演奏
できる方であれば、他の条件は問いません。
応募方法／所定の「応募用紙」を提出
※過去の受講者も応募可能（※初めての応募者優先）
募集期間／ 7月17日（水）まで

講習時間／ 45分／人
定員／ 16人
※応募者多数の場合－抽選　

受講料／一般 6,000円
　　　　大学生以下 3,000円　
☆聴講：無料（全日程聴講可）
※どなたでも聴講いただける公開レッスンです。

7月27日（土）・28日（日）開催日／

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

～今回は大人の方も受講できます～
■今年も、若狭町ふる
さと大使でピアニスト
の今川裕代さんによる
ピアノ講習会を開催し
ます。受講後は、ピアノ
を演奏する本当の楽し
さが分かる人になって
いるはず！ふるってご応
募ください！

奥田弦

お客様が指一本で弾いたピアノのメロディーを
奥田弦がその場で素敵な楽曲に！

あなたも作曲家♪特 別 企 画

受講生
募集中

音楽ホール

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.3
若狭ブラスフェスタ2019
～夢と希望をブラスにのせて！～

開催日／8月18日（日）
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
　　　美方高校吹奏楽部、
ゲスト：大阪音楽大学 サクソフォーン四重奏
料金／一般 500 円　高校生以下 100 円
※4歳児以上入場可  ※自由席

チケット
好評発売中！

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）



DOKI!情報局ドキ!

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／
奥田弦ジャズワールド…………6月15日（土）
真夏の夜の室内楽…………… 7月10日（水）
若狭ブラスフェスタ2019 ……8月4日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

会場／パレア若狭　音楽ホール
主催／ＮＨＫ福井放送局、若狭町
出演／いとうあさこ、横山だいすけ
　　　すイエんサーガールズ
入場は無料ですが、入場整理券が必要です。
※観覧募集の詳細は募集開始（7月中旬）後
　　下記HPでご確認ください。
　http://www.nhk.or.jp/fukui/

10月6日（日）開催日／
会場／パレア若狭・若狭歴史文化館

●フリーマーケット
　出店者募集！

10月19日（土）・20日（日）開催日／

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

かわいい背守り刺繍 
～子どもを守るおまじない～

図書館からのオススメ本

　かつて「七歳までは神のうち」といわれてい
たように、乳児死亡率の高かった昔は七歳ま
で生きられることがまれでした。そのため、親
たちは子どものすこやかな成長を願い、着物
の背中に縫い取りをしたのです。この本では、
麻の葉や菱形、コマなどの伝統的な図案に加
え、Tシャツやバッグなどの小物に刺してもか
わいいオリジナル図案
を、わかりやすいイラス
トとともにご紹介します。

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。

7月13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

7月27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＆アートフェスタは、よりよい共生社
会の実現に向けて、ひとりひとりの「好き」や
「得意」がほかの人の元気につながり、参加し
た人が「誰か」や「何か」と出会える場づくり
を目指して開催する「みんなでいこう！」をテー
マにしたお祭りです。あなたの「好き」や「得
意」で、お祭りを盛り上げてみませんか？

フリーマーケットで、地元特産品やリサイクル
品、手づくりの品などを販売し、「ハート＆アート
フェスタ２０１９」を盛り上げてみませんか？

会場／
パレア若狭デイサービスセンター前駐車場ほか

時間／9：30～15：00

※区画の割り振りは、給排水設備や電源の使用を考
慮し、事前説明会において事務局案を提示したうえで
決定します。

出店資格／
出店規約を遵守する若狭町内に住所のある個
人・団体・グループ。ただし、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。

出店料／1,000円
※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。

※出店規約等詳細は、お問い合わせください。

ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内　Tel:0770-62-2508

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

●サポーター募集！
活動内容／
子ども・お年寄り・障がいを持った方など、サ
ポートを必要とする参加者が多い催事でのサ
ポート活動、ホワイエでの交流企画の運営など

申込締切／ 8月16日(金)必着
※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。

海の絵展
■『ひよこコンサート』で募
集した海の絵を追加募集
し、今度はパレア若狭ギャラリーに展示します！
画材やジャンルは問いません。子どもだけでな
く、大人の方も奮ってご応募ください。

募集作品／
“海”をテーマにした絵画・版画・平面的な造形
物など、壁面に展示可能な平面作品
応募制限／１人２点まで　※年齢制限無し！
募集締切／
７月１日（月）までにパレア文化課窓口へお持
込いただき応募用紙にご記入ください。
返却／７月１５日  １５：00～ 
各自撤収をお願いします。
※ご都合が悪い場合は７月１７日午前中にお願いします。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／

火曜休館
時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１5：００まで
「海の絵」募集♪

7月4日（木）～15日（月・祝）※海の日

書棲庵「孫の会」書作展
■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。ぜひパレア若狭へお立ち寄り
いただき、ご覧ください。
展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は17：００まで
7月20日（土）～29日（月）火曜休館

井関　Tel:０７７０-62-1198

公 募
ハート&アートフェスタ2019
福祉と文化の祭典

■NHK Eテレ「すイエんサー」をパレア若狭で
公開収録します！すイエんサーガールズと会場
の皆さんで科学のナゾときに挑戦します。
　『７月中旬頃募集開始予定』

時間／ 10：00～15：00（予定）

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などのステージ発表

会場／パレア若狭
　　　音楽ホール
出演料／無料

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

11月3日（日）開催日／

■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出展
者を募集します。個人・団体は問いません。文
化芸術活動をされている方は、ぜひご応募いた
だき、若狭町文化祭を盛り上げていきましょう。

若狭町文化祭
出演者・出展者募集

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

時間／ 9：00～18：00 
※最終日は16時まで（予定）

書道・絵・写真・花・工芸品・文芸作品などの 展示

場所／パレア若狭内
（展示場所は後日連絡いたします）
出演料／無料

11月1日（金）～3日（日）開催日／

時間／1回目　9：30～ 10：15
　　　 2回目 11：00～ 11：45

講師／森川かおる（ソプラノ） 
　　　木下翔太（ピアノ） 鈴木麻依加（ピアノ）

場所／パレア若狭音楽ホール

7月7日（日）開催日／

■乳児・幼児向け、生の音楽に親しむ教室で
す。ミニ演奏の鑑賞・リズムあそび・歌など、
五感を活用した遊びをとおして、身体的・感覚
的・知的な成長を目指しましょう。希望者には
楽器体験（スタインウェイをさわってみる）を
実施します。

『パレ若塾』受講生募集！

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

参加料／ 500円／組　※参観無料
対象／ 0歳～　1人の子どもにつき、
　　　1人の保護者が付添ください。
定員／各回15組
　　　定員になり次第受付を終了します。

七夕☆音楽あそび

公開収録

申し込み
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■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！

今川裕代

奥田弦ジャズワールド
inパレア若狭

プログラム
•トルコ行進曲（奥田弦ジャズアレンジ）
•マイ・フェイバリット・シングス
　（奥田弦アレンジ） ほか

開演／14：00　  開場／ 13：30
料金／一般 2,000円　高校生以下 1,000円
※5歳以上入場可能　※指定席

6月29日（土）開催日／

奥田弦さんは4月27日に放送された「題名のな
い音楽会」（テレビ朝日）に「平成が生んだ！即興
王子」として紹介されました。 

チケット
好評発売中

！

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

■驚異的なテクニックとアレンジ・作曲力を兼ね
備えた17歳高校生ジャズピアニスト“奥田弦”。
瑞々しい感性から奏でられる音色は、聴く者を
惹きつけてやまない。今回、同世代の美方高校
吹奏楽部もゲスト出演しま
す。オリジナル曲やジャズス
タンダードは勿論、クラシッ
クの名曲までもジャズアレン
ジし弾きこなす奥田弦の世
界をどうぞお聴き逃しなく。

今川裕代
ピアノアカデミー2019

応募要件／ソナチネアルバム相当の曲が演奏
できる方であれば、他の条件は問いません。
応募方法／所定の「応募用紙」を提出
※過去の受講者も応募可能（※初めての応募者優先）
募集期間／ 7月17日（水）まで

講習時間／ 45分／人
定員／ 16人
※応募者多数の場合－抽選　

受講料／一般 6,000円
　　　　大学生以下 3,000円　
☆聴講：無料（全日程聴講可）
※どなたでも聴講いただける公開レッスンです。

7月27日（土）・28日（日）開催日／

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

～今回は大人の方も受講できます～
■今年も、若狭町ふる
さと大使でピアニスト
の今川裕代さんによる
ピアノ講習会を開催し
ます。受講後は、ピアノ
を演奏する本当の楽し
さが分かる人になって
いるはず！ふるってご応
募ください！

奥田弦

お客様が指一本で弾いたピアノのメロディーを
奥田弦がその場で素敵な楽曲に！

あなたも作曲家♪特 別 企 画

受講生
募集中

音楽ホール

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.3
若狭ブラスフェスタ2019
～夢と希望をブラスにのせて！～

開催日／8月18日（日）
開演／ 13：00　　開場／ 12：30
出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
　　　美方高校吹奏楽部、
ゲスト：大阪音楽大学 サクソフォーン四重奏
料金／一般 500 円　高校生以下 100 円
※4歳児以上入場可  ※自由席

チケット
好評発売中！

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）


