
TOP I C S

熊川いっぷく時代村
　地元住民が一丸となって企画・運営している「熊川いっぷく時代村」が秋晴れ
のもと熊川宿で盛大に開催されました。
　第20回となる今年は記念として「20日生まれ」「昭和・平成20年生まれ」など
の来場者にはバザー券がプレゼントされました。立命館大(京都)のサークルによ
るチンドン屋や、山車、人力車、駕籠が通りを巡行したり、手裏剣投げ、射的な

どのコーナーがあり、江戸時代にタイムスリッ
プしたような錯覚さえ覚えました。
　毎年恒例の人気イベント「ブリキの金魚レー
ス」では、自分の金魚に向け大きな声援が飛
んでいました。また大妻女子大(東京)の学生
が、若狭の自然や歴史をイメージしたカクテ
ルを販売するなど、終日賑わっていました。

「きららの湯」リニューアル1周年10/6

　9月1日の入館者160万人達成イベントに続き、第2弾としてこの
日ミニ四駆の組み立て教室とレースが開かれ、子どもたちで賑わっ
ていました。また「ギャラリーきらら」では町内小学生の夏休み絵日
記作品展や明治国際医療大学による「健康教室」も開かれ、終日賑
わっていました。

REINAN 国際交流のつどい 201910/6

　今回25回目を迎えるこのつどいが若狭町で初開催されました。
　この日、上中体育館(市場)には約250人(内外国人130人)が集まり、賑やかに
玉入れ、綱引きやフライングディスクなどのスポーツや輪投げ折り紙などの体験、
踊りなどのパフォーマンスを楽しみました。福井県国際交流協会などがよびかけ
た実行委員会が中心となり、企業や国際結婚をされた人にPRをし、フィリピン、
ベトナム、中国、ネパールなどの人たちが集まり、楽しいひとときを過ごしました。

若狭町水難救難所救助訓練10/16

　小浜海上保安署と若狭三方漁業協同組合などで作る若狭町水難
救難所と敦賀警察署、三方消防署などの機関約40名が参加し、世
久見漁港で水難事故救助の合同訓練が10年振りに行われました。
　同漁港沖合でプレジャーボートが波浪により半沈没状態となり、
一人がボートに捕まり、一人が海中へ転落しているとの想定で行わ
れました。釣り客からの通報を受けた同保安署より関係機関へ救助
を要請し、漁船3隻と巡視艇「あおかぜ」が急行して救助し、救急
隊に引き渡しました。またドローンによる上空からの探索や、ボート
のえい航訓練も行われました。
　同保安署の豊田裕昭署長
は「スムーズに訓練ができ良
かったと思います。今後も関
係機関との連携強化をはか
り、人命救助を図っていきた
い」と話しました。

　10月5日(土)縄文ロマンパーク内で初のウエディングが行われ
ました。
　湖と緑に囲まれた自然の中で式を挙げたいというお二人の希望
から、この場所での実現となりました。
　当日の挙式とパーティ―は、地域の美・食・装のプロフェッショナ
ルが集まり、挙式、パーティ―、装飾、演出に全てにこだわり、二
人の想いがカタチになった幸せいっぱいの心温まる結婚式でした。

10/6

縄文ロマンパークで初の挙式10/5

若狭町自衛消防隊
三方地域操法指導会

10/6

　三方消防署訓練場(北前川)において、若狭町自衛消防隊三方
地域連絡協議会主催、敦賀美方消防組合、敦賀美方消防協会、
敦賀美方危険物安全協会及び三方消防団後援のもと、「第３３回
若狭町自衛消防隊三方地域操法指導会」が開催されました。
　若狭町内の地域及び事業所等の自衛消防隊１９隊（地域９隊、
事業所等１０隊）７６人が参加し、自衛消防隊の消防操法技術の
習熟と、初期消火活動力の向上、さらに、住民の防火意識を喚
起することを目的として、初期消火技術訓練を披露し、その成果
を競い合いました。
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だれでもライブ　
ピアニストも、ラオスからの研修生も、寮に暮らす仲間たちも、歌うのが好き
な子ども達も、年配のマジシャンも、誰もがスポットライトを浴び楽しみました。

ま 話題ちの
TOP I C S

丹後くろまつ号運行10/25

若狭町子ども会卓球大会10/26

若狭町子ども会育成連合会主催の第14回若狭町子ども会卓球大会が
上中体育館(市場)にて行われました。団体戦45チーム、個人戦90人が
参加し、保護者、大会役員を含めると約400人もの人が集まり賑やかに
試合を楽しみました。

美方高校創立50周年記念タイムカプセル埋設10/25

美方高校が創立50周年を迎えたのを記念し、同校同窓会や後援会、
PTAで作る創立50周年記念事業実行委員会が企画して行われました。
全校生徒約480人と昨年の卒業生約160人が、10年後の自分への手紙

などを円柱状のタイムカプセルに封入し、正門玄関近くの時計台の下に埋
設しました。創立60周年の年に掘り返し、それぞれの生徒の自宅へ郵送す
る予定です。埋設後、
今井伸幸校長は「10
年後生徒諸君がそれぞ
れに活躍してくれてい
ることを願っています」
と今後の美方高校の発
展に期待を込め、生徒
たちに語りかけました。

10/26

　桂由美ブライダルショーが、パレア若狭で開かれました。このブライダルショー
は、世界的ブライダルファッションデザイナーである桂さんがメインデザイナーを務
めるドレスメーカー「アルファブランカ/本社京都市」の工場が30年前より北前川で
操業しているのを縁に2016年より開催し、今回で3回目となります。
　ショーに先立って婚姻届を役所に提出した後、受理証明書を渡す人前結婚式の
提案をするデモンストレーションも行われ、美方高校生活情報科の生徒がデザイン
したドレスを新婦役が着用し、森下町長が司式役を務めました。
　ショーでは桂さんがデザインした純白のウェ
ディングドレスや、ピンク・赤のカラードレスな
ど40着が披露され、満席の約400人の観客か
らため息がもれていました。
　トークショーで桂さんは「ブライダル業界で
はドレスの製作はほとんど海外で行っておりま
すが、わたしはこの若狭町をメインに日本人の
繊細さやセンスを活かし、日本ならではの作品
を世界へ発信していきたい」と語りました。

桂由美ブライダルショー

　レストラン列車「丹後くろまつ号」が１０月２５日・２６日の２日間、敦賀駅－西
舞鶴駅間を運行しました。これは２０２３年春の北陸新幹線敦賀開業に向けた
嶺南広域観光推進のため、福井
県や若狭湾観光連盟などが企画。
高級感のある車内では、地元食
材をふんだんに使った料理が提供
されました。この日は杉本知事や
森下町長など嶺南６市町の首長ら
が乗り込み、三方駅にも停車。駅
舎では歓迎セレモニーがあり、中
央保育所の園児がかわいい歌声
でお迎えしました。

福祉と文化の祭典

入賞者は以下の通りです
【団体戦】
男子の部　優　勝　梅の里A
　　　　　準優勝　梅の里B
　　　　　第３位　堤
　　　　　敢闘賞　気山・上瀬A
女子の部　優　勝　玉置
　　　　　準優勝　熊川A
　　　　　第３位　梅の里A
　　　　　敢闘賞　大鳥羽・無悪

【個人戦】
男子の部　優　勝　若新健心さん
　　　　　準優勝　近田大翔さん
　　　　　第３位　森川　勇さん
　　　　　敢闘賞　羽田知晃さん
女子の部　優　勝　新田紗矢さん
　　　　　準優勝　勢馬千尋さん
　　　　　第３位　森下　純さん
　　　　　敢闘賞　澤田莉生さん

人権意識高揚大会
人権メッセージ優秀作品が表彰されました。

ハロウィンのおはなし会
上中中学校芸術部が小さい子ども達のために、創作紙
しばいなどを読みました。

支え合いの共同募金
温かいお気持ちありがとうございました。

第10回きらりアート展きらりアート大賞
「放浪の旅」藤原 孝さん
「独自の世界観を鮮明かつ明確に描いており、イ
ラスト的なタッチが親しみやすさを感じさせる」な
どと講評されました。

第10回伝統文化のつどい
丸岡町長畝の「長畝日向神楽」がゲスト出演。

赤十字奉仕団は防災グッズの講習コーナーを実施
写真は牛乳パックで注意喚起の笛づくりです。

誰もがフェスタをつくる人になれるサポーター制度
今回は高校生30人の参加もありました。（写真は会場係）

10月19日(土)・20日(日)の2日間、パレア若狭を会場に充実した共
生社会を目指し「みんなで行こう  誰かに  何かに  出会いに！」をテー
マに様々な催しが繰り広げられました。
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誰もがフェスタをつくる人になれるサポーター制度
今回は高校生30人の参加もありました。（写真は会場係）

10月19日(土)・20日(日)の2日間、パレア若狭を会場に充実した共
生社会を目指し「みんなで行こう  誰かに  何かに  出会いに！」をテー
マに様々な催しが繰り広げられました。
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