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1/5

新春出初式

三方消防団

敦賀美方消防組合三方消防団の出初式が、団員129名と車両13台
が参加して行われました。鳥浜貝塚公園東側の鰣川右岸では大勢の町
民が見守る中、団員は赤、黄、青、緑、紫の5色の水を使い勢いよく放
水しました。JA敦賀美方三方五湖支店前の町道では、森下町長や小山
田団長らが見守る中、分
列行進や観閲式を行いま
した。森 下 町 長は「町 民
の安心、安全を担う中核
となる消防団の存在が、
これからますます重要と
なっていきます。これから
もよろしく頼みます」と訓
示しました。

1/11

上中消防団

若狭消防組合上中消防団の出初式が、パレア若狭を主会場に団員を
合わせ125名と車両11台が参加して行われました。最初に行われた一
斉放水では、各分団の放水と共に、はしご車から迫力ある放水が行わ
れ、会場に訪れた方の注目を集めました。その後、森下町長を先頭に
観 閲 が 行 われ、音 楽
隊 の 演 奏 の 中、分 列
行進が行われました。
森 下 町 長 から「本
年も一層町民の安全、
安心のため頑張って
ください」と激励の挨
拶がありました。
〈写真・四方由紀子〉

1/10

人権擁護委員委嘱状伝達式

若狭町役場三方庁舎2階応接室において、本年1月1日に新
しく人権擁護委員に委嘱された蓮本京子さん(横渡)に福井地
方法務局敦賀支局の山下支局長より委嘱状が伝達されました。
蓮本さんは「長年勤務した教師の経験を活かして、子どもか
らお年寄りまで少しでも幸せに暮らせるように努力していきた
い」と決意を語っておられました。
※人権擁護委員…国民の基本的人権を守り、また、人権が大切なもの
であることを国民に知ってもらうため、法務大臣から委嘱され活動す
る、民間の方々です。現在、約14,000名の人権擁護委員が全国の
各市町村に配置され、積極的な活動を行っています。
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若狭町交通安全祈願祭

恵比須神社(末野)において若狭町交通安全祈願祭が行われました。
森下町長や若狭交通安全協会上中支部・敦賀交通安全協会三方支部、小浜警察署
などの関係者約30人が出席し、町民8,473人から集まった交通安全祈願署名簿の奉
納などが行われ、参加者一同交通安全を祈願しました。
森下町長は「死亡事故ゼロを目指し、引き続き皆さまのご協力をお願いします」と
挨拶しました。

改正健康増進法に伴う、たばこ対策に関する説明会、開催！
1/17

集落センター内は禁煙です
無悪集落では、区の総会を利用し、区
の役員から区民に、
「法律改正に従い、４
月１日から「屋内禁煙」です」と、県のパ
ンフレットを使って説明がありました。

1/27

はじめていますか？ 受動喫煙防止対策

若狭健康福祉センターから、事業所・工場・民宿・飲食店・集会場等の管理者ら約50人を対象に、望まない受動喫煙をなくすため
の、施設に合わせた対策、財政支援制度や20歳未満の者が喫煙場所に立ち入らない配慮、義務違反時の罰則、たばこの害と禁
煙支援等について、説明と講演がありました。
参加者からは「こんな場合はどうするといいか」など熱心に質問が
出されていました。
さらに個 別でたばこ対 策に
関して相 談したい 場 合 は、以
下の相談先があります。

◎二州健康福祉センター
☎0770‑22‑3747
◎若狭健康福祉センター
☎0770‑52‑1300

1/19

第15回若狭町子ども会
かるた大会

毎年恒例の若狭町子ども会かるた大会が三方ショッピング
センターレピア2階ホール(鳥浜)にて若狭町子ども会育成連合
会の主催で開催されました。張り詰めた空気が漂う中、町内の
小学生たちが日頃の練習の成果を存分に発揮しました。
試合に先立ち、大会長の塚原利夫会長は「かるたに親しん
でもらおうと始めたこの大会は、旧三方町の時から歴史を重ね
今年47年目になり、ますます盛んになっており嬉しく思います。
このかるた競技は、対戦相手と読み手と応援の家族に対し、3
回礼をして試合が終わります。この思いを大切にして続けて
いって欲しい」と挨拶しました。
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「交通安全優良団体表彰」受賞

1/22

若狭交通安全協会上中支部が、地域において交通安全運動を積極的
に推進し、交通事故の防止に顕著な功績があった団体に贈られる交通安
全優良団体表彰を受賞しました。
1月22日東京で開催された第60回交通安全国民運動中央大会におい
て表彰式が実施され松岡喜栄支部長が出席し、2月4日森下町長へ受賞
報告を行いました。上中支部では、通学路等での早朝街頭指導をはじめ
交通安全茶屋や講習会など様々なイベントにて、他団体とも協力しながら
啓発活動を長年続けてこられました。松岡支部長は「これを機により一層
活動に励み、交通死亡事故ゼロが続くように努力していきたい」と抱負を
述べ、森下町長は「この度はおめでとうございます。日頃の地道な活動に
感謝します。これからもよろしくお願いします」と激励しました。

文化財防ぎょ訓練

「第66回文化財防火デー」にあたり、文化財を火災から守るため通報・消火の訓練を実施し、地域住民、地元消防団並びに消防署
が緊密な連携体制をとることにより、防火体制の徹底と住民の文化財愛護思想の普及高揚を図るため、町内で訓練が行われました。

1/25

上中地域

国の重要文化財に指定されている十一面観世音立像があ
る脇袋の法順寺で訓練が行われました。住民は文化財の搬出
や、消火栓からホースを伸ばしての消火にあたり、消防団員
らは本堂に続く階段を駆け上がり一斉に放水しました。その
後、消火器の講習も合わ
せて行われました。
区長の岡本倫明さんは
「区 民一同がこの経験を
活かし、万が一の時も文
化 財を守っていきたい」
と決意を述べました。

1/26

三方地域

聖観音菩薩立像（町指定）のある成願寺の成願寺大坊で
訓練が行われました。まず、住民による文化財の搬出や、消
火器を使った初期消火訓練、また駆けつけた消防団員らに
よる一斉放水が行われました。
森下町長は沖縄首
里 城 の 火 災を例 に あ
げ「地域の方が火災防
止の重要性を認識して
いただき、文化財を後
世へ継承していって欲
しい」とあ いさつしま
した。
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忍道

せい

れい

かん

蜻蛉館開館

この日、熊川宿に忍者道場「忍道 蜻蛉館」が開館しました。地元の木彫刻師の新野佑一さんが地元を活性化したいと、知人の
忍術指導の資格を持つ大阪府在住の西浦大介さんに相談し、忍者道場の開設を提案され、昨年春より準備を進めてきました。
築約100年の木造2階建ての古民家を改修し道場を設けました。
「どんでん返し」や「落とし穴」などからくりがたくさん用意され
ています。また約2時間の忍者体験や、忍者装
束で熊川宿を散策するコース、忍者道具を作る
ワークショップもあります。
新野さんは「世界的に忍者ブームであり、イ
ンバウンド集客にもつなげていきたい」と話さ
れていました。
オープニングセレモニーでは、玉井副町長や
「最後の忍者」とも呼ばれる日本忍者協議会顧
問の川上仁一さん(関)ら約40人が出席して開
館を祝いました。

1/29

かみなか農楽舎研修報告会

かみなか農楽舎の農業研修生2名が、これまでの農業研
修の成果とこれからの抱負を発表する報告会が、かみなか
農楽舎(末野)にて行われました。
この報告会には、森下町長や町議会議員、地域の方など約40名が参加しま
した。
2年間の研修を終え、卒業する兵庫県出身の中村康志さんは「2年間の研
修の中で地域の担い手不足の問題や、増えていく耕作放棄地を目の当たりに
して、自分も多くの農地を担う農家になりたいという思いが大きくなりまし
た。その時、神谷農園の深川さんに出会い、人柄、技術、経験に惚れ、ここ
で働きたい、力になりたいと思い、就農先に決めさせていただきました」と報
告しました。
また1年目の研修を終える東京都出身の鈴木豊さんは「水稲・野菜などの
栽培や、販売・加工そして地域との交流を通して研修をしました。2年目は昨
年の反省を踏まえ、よりレベルアップを図りたい」と力強く決意を述べました。

みかた温泉 きららの湯

春が来て…花粉症

日本人の４人に１人が花粉症に罹っていると言われて
います。マスクやメガネを使って花粉を避けましょう。こ
こでは花粉症への対策と症状緩和のためのツボ刺激療
法を紹介します。

花粉症と食事
花粉症などのアレルギー疾患は免疫機能の異常により
発症します。免疫機能に関与する免疫細胞の60％は腸に
集まっています。乳酸菌や食物繊維により腸の働きを整
えることは免疫細胞のバランスを調整し、アレルギーを
起こしにくい体を創ることにつながります。乳酸菌飲料や
海藻類、果物がおすすめです。
一方、アルコールが分解される時に発生するアセドア
ルデヒドは知覚神経を刺激して目のかゆみやくしゃみの
原因となるヒスタミンの産生を促します。症状の強い時
はアルコールを避けましょう。

健

康

通

信

第3回

花粉症が強い時の対策
目のかゆみが強い時には、冷やしたタオルか保冷剤で目の
周囲を冷やすと軽減します。温泉に入って手足を温め、湯気
で喉や鼻を保湿することも症状の軽減につながります。
じょうせい

さん ちく

げい こう

目と鼻をスッキリ。花粉症のツボ「上星」
「攅竹」
「迎香」
じょうせい

上星・・・前額部中央、前髪の生え際から約２cm。鼻づまりの
時には陥凹や浮腫状の変化が認められます。
さん ちく

攅竹・・・眉毛の内端にとります。
げい こう

迎香・・・鼻孔の外方、鼻翼の外縁にとります。

上星

いずれのツボも指先で抑えるか、先の丸
い端（爪楊枝の持ち手側）で軽く刺激すると
鼻づまりや目鼻のかゆみが鎮まります。合わ
せて頚肩のこりや手足の冷えのツボ治療が
効果的です。症状が出る前から始めることで
発症を予防できます。
きららの湯若狭鍼灸院院長

攅竹
迎香

江川雅人 ☎0770-45-1517
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禁煙しようと思った時に、思い出してください
健康保険で禁煙治療が受けられる医療機関が、町内に４つあります。禁煙治療の場合、診療前に
問診等の時間を必要としますので、通常の診療時間とは若干変更がある場合があります。事前に
お電話でご確認ください。
参考：医療機関の検索サイト
名

称

所在地
電

話

診療時間
（曜日）

若狭町国民健康保険

上中診療所

日本禁煙学会ホームページ
http://www.nosmoke55.jp/nicotine/clinic.html
医療法人

千葉医院

日本禁煙学会禁煙外来

若狭町国民健康保険

三方診療所

医療法人

関根医院

市場 19ｰ5

井ノ口 29ｰ28ｰ1

横渡 1ｰ4ｰ1

北前川 48ｰ15

0770ｰ62ｰ1188

0770ｰ62ｰ2000

0770ｰ45ｰ0714

0770ｰ45ｰ0022

9：00 〜 11：30
（月〜金）
15：00 〜 17：00
（月･木）

8：00 〜 12：45
（月〜土）
16：00 〜 18：45
（月･火･水･金）

9：00 〜 12：00
（月〜土）
15：00 〜 18：00
（月･火･金）
17：00 〜 19：00
（木）

9：00 〜 13：00
（月〜土）
14：30 〜 18：00
（月･火･水･金）

要

要

要

要

※町調べ

予

検索キーワード

約
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