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ハート＆アートフェスタ２
０１８「だれでもライブ」

「みんなで楽しむ」
「つながる」を
フェスタで実感

みんなで行こう
！
誰かに 何かに 出会いに！
あなたの好きは 誰かと一緒？
誰かの好きは あなたと一緒？
「みんな違って みんないい」
「みんなが生きる みんなで生きる」
そんな若狭町をめざして
今年も「ハート＆アートフェスタ」を開催。
あなたの「好き」を見つけに
誰かの「好き」をのぞきに
フェスタに集まろう！

※ ハート＆アートフェスタは、充実した共生社会をめざすお祭りです。
「共生社会」とは、地域で暮らすすべての人がお互いの人格や個性を大切にして、
共に支えられて生きていくことができる社会のことです。
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見たり・聞いたりして
感じる催し
若狭町人権意識高揚大会
〜みんなちがっていいよ〜（P20参照）

あなたの
「好き」や「得意」で
フェスタを盛り上げて
みませんか？

第10回伝統文化のつどい
災害がおきた時あなたはどうする？（講演）

第10回

きらりアート展

サポーター募集
活動内容

実行委員会では、スタッフとして運営にたずさ
わってくださる方を募集しています。フェスタ当日
の赤い羽根共同募金活動、子ども・お年寄り・
障がいを持った方などのサポート活動など、だれ
でも気軽にフェスタをつくることに参加できます。

人気のある作品は、県外からも「展
示したい」と問合せが来るほどになりま
した。パワーのある作品の数々に、今年
も出会えます。
他さまざまな展示企画

とくに、福祉車両での
送迎担当サポーターさん大募集！

福祉車両の運行

若狭町社協が所有・管理している車イスでの
乗車が可能な福祉車両による運行です。
車両台数の関係上、乗車できる方は限られます
が、身体に障がいがあったり、家族や近隣の方に
よる送迎がより困難な方を優先して送迎します。

参加できる・
やってみる催し
オレンジカフェ＆頭いきいき音読教室
減塩で血圧改善！

パレア陶芸教室「絵付け体験」
ミズノ走り方教室
他さまざまな工作コーナー

各催しものの詳しい時間・会場は、別刷りプログラムチラシをご覧ください。
駐車場は、限りがありますので、ぜひ乗り合わせてお越しください。
会場への JR小浜線で来ると「帰りの切符」がもらえます。
アクセス （対象：気山〜新平野駅で乗車した若狭町民）
詳しくはお問い合わせください。

問い
合わせ

ハート＆アートフェスタ2019実行委員会
TEL.0770-62-2508（パレア文化課）
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音楽ホール

若狭能 倉座＆能オペラ − Ｎｏｐｅｒａ ＡＯＩ葵 −
■14世紀半ばには、すでに活動の記録が古文書で確認でき、江戸
時代には、小浜藩主酒井家の保護を受けるなどして発展。旧小浜
藩領（わかさ、敦賀・滋賀県高島市の一部）の広範囲にわたり神社
等での神事能を奉納している『若狭能 倉座』と、現代音楽やファッ
ション分野との最先端クリエーションを探り続ける『能声楽家』青木
涼子の世界を同時体感。倉座 福谷喜義 第83代座長（能登野）と
青木涼子の対談も必聴。
プログラム
能楽レクチャートーク
神事能「一人翁」
武満徹「エア」
ジョルジュ・アペルギス「Le Corps A Corps」
馬場法子「Nopera AOI葵」
主催／若狭町

能声楽家：青木涼子

作って体験
音づくりワークショップ

後援／若狭町伝統文化保存協会、
若狭町文化協会、福井新聞社
開催日／ 11月17日
（日）

開演／ 14：00

開場／ 13：30

出演／能声楽家：青木涼子
フルート：斉藤和志 打楽器：畑中明香
若狭能 倉座：福谷喜義 野村勝 大江幸一

フルート：斉藤和志

料金／一般 2,000円
青少年（25歳以下）1,000円
※未就学児入場不可

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

打楽器：畑中明香

若狭能倉座&Nopera AOI 葵 がもっとおもしろくなる講習会

作って体験音づくりワークショップ
の

お

ぺ

ら

あ

お

い

ワークショップに参加すると
「Nopera AOI 葵」
で聴く音のしかけがわかる！
■
「Nopera AOI 葵」では、ふしぎな音がきこ
えてきます 。このワークショップでは、ふしぎ
な音の１つを出す糸電話を作ります。
「な〜ん
だ糸電話か」と思われるかもしれませんが、新
しい音楽のための工夫があるちょっと変わった
糸電話です。古くからある音楽と新しい音楽の
面白いところも教えてもらえる講習会です。

講師／公演に出演する青木涼子さん
斎藤和志さん 畑中明香さん
開催日／

11月16日
（土）

時間／ 14：00〜

場所／パレア若狭創作スタジオ
対象／小学1年生から大人まで

※小学１〜 3年生は、保護者同伴でお願いします

参加費／ 500円

※「若狭能倉座&能オペラ Nopera AOI 葵」
公演チケットを持っている人は無料

定員／ 20名

※定員になり次第受付を終了します。
申し込み

若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

Special Chamber Concert in 若狭 〜京都弦楽四重奏団〜
■弦楽四重奏など少人数で演奏するクラシック音楽を室内楽といいます。室内楽の醍醐
味は、音と音の掛け合いから生まれる会話や、音が重なったときに出来るハーモニーの美
しさ。その魅力を存分にご堪能ください。奏者が弾きながらの曲目解説も実施します。
プログラム
モーツァルト ディヴェルティメント Ｋ．
１３８ 出演／京都弦楽四重奏団
ヴァイオリン：植村太郎、西川茉利奈
ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲第１２番『アメリカ』
ヴィオラ：朴梨恵 チェロ：荒井結
ベートーヴェン 弦楽四重奏曲第７番
主催／若狭町

後援／福井新聞社

開催日／ 12月1日
（日）

開演／ 14：00
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料金／一般 3,000円
ペア 5,000円
青少年（25歳以下）1,000円
※未就学児入場不可

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町立図書館 パレア館

音楽ホール

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

ブライダルファッションデザイナー

2019

福井示現会・つばな会
合同作品展

桂由美ブライダルショー

■ブライダルファッシ
ョンデザイナー桂由
美ブライダルファッシ
ョンショーを開催しま
す。桂 由 美 さん のト
ークショーやプロモ
デルによるファッショ
ンショーなどを行いま
すので、ぜひお越しく
ださい。
開催日／

■見たものを見たとおりに風景などを油彩や水
彩で描いた嶺北・嶺南の仲間の絵画展です。

展示期間／

9月21日（土）〜10月6日（日）火曜休館
時間／ 9：00 〜 20：00 ※最終日は１5：００まで
入場無料
つばな会

10月26日
（土）

開演／ 14：30

第10回

※全席指定

高校生以下 500円

■“きらりアート展” は、福井県内の障がい者及び

■内容／

プロモデルによるファッションショー

10月12日
（土）

時間／ 11：00 〜

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

若狭町立図書館 リブラ館

にじいろのおはなし会

作品展です。独創性がきらりとひかる、シンプル

びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参

展示期間／

生活情報科の生徒がデザインしたウエ

開催日／

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４

で混じり気の無い表現をお楽しみください。

美方高校コラボレーション特別企画

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。

特別に支援を必要とする児童・生徒たちの社会

参加やアート活動の推進を目的とした公募アート

• 桂由美ブライダルファッションショー

■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、

0770-47-5363

きらりアート展

開場／ 14：00

料金／一般 1,000円

Tel:090-4323-5650

おはなしたまてばこ

土曜日１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊
加できます。

開催日／

10月26日
（土）

ディングドレスを披露

10月17日
（木）
〜28日
（月）※火曜休館

時間／ 14：00 〜

時間／ 9：00 〜 20：00

場所／図書館リブラ館 こどもひろば

調理部が作る特製クッキープレゼント

場所／パレア若狭ギャラリー

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び

入場無料

料金／無料

生活情報科製作 ピンワークドレスの展示
合唱部が歌うウエディングソング

• 桂由美トークショー
• 事業所ＰＲ展

《表彰式》

• 地域の縁結びさんによる出張結婚相談会

（福井県県民活躍課）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

開催日／

10月20日
（日）

時間／ 10：30〜

会場／パレア若狭音楽ホール ホワイエ
若狭町社会福祉協議会

Tel:０７７０-６２-９００５

週末パパのこだわりレストラン

図書館からのオススメ本

「パパの手料理を食べてみたい」ご家庭の願いを叶える料理教室です♪
料理初心者のパパも大歓迎。夫婦や親子で料理を楽しく学びましょう。

①チャレンジ！はじめてのお弁当 ②絵本の中のお菓子づくり
開催日／

10月14日
（月・祝）

時間／ 9：30〜11：30
講師／中村康裕（善司郎食堂部）
対象／どなたでも
内容／手軽にパパっと作れるお弁当教室。
料理初心者や子どもさんでも大丈夫！手作
り弁当を持ってお出かけしましょう♪※お持
ち帰り弁当パックを用意します。

開催日／

11月3日
（日・祝）

時間／ 13：30〜15：30
講師／伊藤直美（勝木書店）
対象／子育て世代の親子
内容／はらぺこあおむしなカップケーキ作
り。米粉、きび砂糖、菜種油を使用したナ
チュラルなおやつを作ります。
※絵本の読
み聞かせもあります。

③ママをもてなすパパの手作りランチ ④師走の簡単おつまみ料理
開催日／

11月23日
（土・祝）

開催日／

12月4日
（水）

時間／ 10：00〜12：00
講師／鴛田洋美（瀧澤助産院栄養士）
対象／乳幼児のいる夫婦
内容／パパにも知ってもらいたい乳幼児期
での食のポイントをおさえながら、パパで
も簡単に作れるメニューを実践。ママを手
料理でもてなしましょう！

時間／ 18：30〜20：00
講師／藤本よしこ（cafe縞）
対象／夫婦やカップル
内容／外食が多くなる師走ですが、クリス
マスや年越しなど、一年の終わりを大切な
人と自宅で過ごしたい人におすすめの料理
教室。

会場／パレア若狭音楽ホール ホワイエ
受講料／ 1回 1,000円/組

定 員／各回20名程度
※申込締切は各講座の3日前まで
（定員になり次第受付を終了します）

※1人での参加も可能ですが同一料金です。

持物／エプロン、三角巾

申し込み

若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

『モカと幸せのコーヒー』

（刀根里衣／著（福井県出身））NHK出版

日 常に疲 れ、傷 つ い た

青年の前に突然現れたの

は、白くて小さいうさぎの

モカ。
「だいじょうぶ、泣い

ていいんだよ。モカはずっ

ときみのそばにいるよ」

冷え切った青年の心を、

モカのつくる幸 せ のコー

ヒーがあたためます。

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／

若狭能 倉座 ＆ 能オペラ………11月3日
（日）
Special Chamber Concert in 若狭

………………………………11月17日
（日）
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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