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若狭三方縄文博物館で若狭町歴史環境講座「三方石観世音の手
形・足形等奉納品」と題して、武蔵野美術大学名誉教授神野善治先
生による講演会が開かれ、約２０人の町民等が参加しました。
神野先生は平成２３年より令和元年にかけて、三方石観世音お手
足堂に奉納されている約６万点の手形足形などを学生達と調査さ
れ、昨年８月の福井県有形民俗文化財の指定に貢献されました。
この日は、いろんな実物を示しながら「こんな年号もある!こんな

面白い形もある!と造形的にも
魅力的な多種多様の足形があ
り、楽しい調査でした」と振り返
り「６万点が江戸時代後期より
途切れずにあり、地域住民が守
る民俗信仰として『日本の宝』
になりうる可能性を秘めている
と思います。是非アピールして
いってください」と語りました。

3/14 三方石観世音の手形・足形等奉納品講演会
かみ の  よしはる

つぼとセルフケアの鍼灸パネル展3/9
～4/16

みかた温泉きららの湯２階ギャラリーきららを会場に鍼灸パネル展が開催され
ました。開院２年を記念しての本パネル展には、期間中きららの湯を訪れた多く
のお客様が熱心に観ていました。
パネルには鍼灸は肩こり、膝腰痛ばかりでなく、めまいやアトピー性皮膚炎な

ど多彩な症状に有効であることや、温泉と併用することで、治療効果がより高く
なり、リラックスも図られ、抵抗力・免疫力がアップして病気予防にも効果的で
あることも紹介されていました。
明治国際医療大学きららの湯若狭鍼灸院院長の江川先生は「今後もパネル展

など様々な企画を通して、地元の皆様の健康増進に尽くしたいと思います。これ
からもよろしくお願いいたします」と話しておられました。

3月12日㈮  上中中学校
 15日㈪  気山小学校・明倫小学校
 16日㈫  梅の里小学校・瓜生小学校・鳥羽小学校
 17日㈬  三方小学校・熊川小学校・野木小学校
 22日㈪  中央保育所・ののはな保育園
 23日㈫  とばっ子保育園
 24日㈬  みそみ保育所・三宅保育所

卒業式特集

嶺南地域の旅館やホテルの女将で構成する若狭路女将の会「わかさ会」が、
平成２８年の㈱エコファームみかたと若狭町との３者連携協定により共同開発し
た梅酒「紅姫」をリニューアルして商品発表しました。
今回は、アルコール度数を１２％に抑え、レモングラス風味にしたことで爽や

かな口当たりとなりました。
ホテル水月花（海山）で開催した商品発表会で会長の藤原秀美さんは「コロ
ナ禍の中、気分をリフレッシュでき、ストレスを和らげ女性にも自信を持ってお
すすめできる仕上がりになりました」とＰＲしました。

梅酒「紅姫」リニューアル発表会3/9
べに　  ひめ

ＪＡ福井県梅の里会館前の梅まつり会場にて、リニューアル発表した「紅姫」を、若
狭路女将の会のメンバーと森下町長が、梅のＰＲを兼ねて販売会を開催しました。
来場した観光客は、興味深く商品を手に取り、女将の説明を聞いて購入されていま

した。

梅酒「紅姫」ＰＲ販売会3/14
べに　  ひめ

3月12日㈮
三方中学校

3月16日㈫
みそみ小学校

3月23日㈫
わかば保育園  

3月15日㈪
三宅小学校

3月22日㈪
気山保育所
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上中中学校において１、２年生が公立小浜病院などで働いて
いる医療関係のいろんな職種の方を招いてお話を聞きました。
看護師、助産師、薬剤師、診察放射線技師、臨床検査技師、
臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健
師の皆さんが仕事の内容や、何故この仕事を選んだのか、ま
た仕事のやりがいなどを画像や器具などを用いて紹介しまし
た。生徒たちは事前に３つ職種を選んで授業を受けました。
助産師になりたいという生徒は「直接仕事の様子が聞くこ

とが出来て、助産
師になりたいとい
う気持ちが深まり
ました」と感想を
述べていました。

　平成元年のオープン以来、多くの町民に利用されてきた若狭町三
方Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館（上野）が、昨年１０月からの修繕工事を終
えこの日リニューアルオープンしました。今回の修繕では、工事費約９
千万円のうち３千万円をＢ＆
Ｇ財団からの助成を受け、
屋根や外壁、アリーナ床を
重点的に改修し、機能性や
安全性の向上が図られてい
ます。担当者は、「アリーナ
ではバレーボール、バス
ケットボール、バドミントン
などの室内競技、２階の武
道場では剣道等で一人でも
多くの町民の皆さんに利用
していただきたい」と話し
ていました。

ま 話題ちの
TOP I C S

都びとより愛されし食と雅遊の国を目指して

医療従事者による職業講話3/18

3/24

宅地内の上下水道（給排水設備等）の工事や修繕等を行うには、若狭町が指定した工事業者でなければ実施することがで
きません。指定を受けていない工事業者に工事を依頼し、基準に合わない工事をすると様々なトラブルが発生しますので、給
水工事をするときは、「若狭町指定給水装置工事事業者」へ、また、排水工事をするときは、「若狭町排水設備指定工事店」へ、
必ずお申込みください。
指定業者の一覧は、若狭町のホームページでご確認いただくか、建設水道課までお問合せください。

指定給水装置工事事業者とは、一定の資格を持ち、給水装置工事を
適正に実施することができると認められる者として、若狭町から指定を
受けている業者のことです。
宅地内の給水装置の工事や漏水の修繕等は、若狭町指定給水装置工

事事業者へご依頼ください。

指定給水装置工事事業者とは

排水設備指定工事店とは、一定の資格を持ち、排水設備工事を適正
に実施することができると認められる者として、若狭町から指定を受け
ている業者のことです。
宅地内の排水設備や水洗便所の設置、修繕等は、若狭町排水設備指

定工事店へご依頼ください。

排水設備指定工事店とは

安全で安心な上下水道に向けて Vol.10

この日、若狭町観光振興ビジョン策定委員会の岡勝之委
員長と朝倉收副委員長が三方庁舎を訪れ、森下町長に改訂
したビジョンを答申しました。２００９年に策定したビジョンは、
２０１６年に一度改訂し、今回はウィズコロナ時代や北陸新幹
線敦賀開業を見据えた内容に見直されました。計画期間は２
０２１年度から２０２５年度までの５年間で、目指す将来像を「都
びとより愛されし食と雅遊の国（まち）若狭町～５彩の水が織
りなす自然、歴史、文化を活かした観光まちづくり～」と定め
ました。
メインターゲットを首都圏とし、北陸新幹線沿線地域には
ない若狭町ならではの資源として「多様な水資源」「御食国
の文化」を活用した雅遊（スローツーリズム）を推進する内容
です。

給排水工事は町の指定の業者でお願いします

下水道キャラクター
スイスイ

水道キャラクター
Dr.すいどー

若狭町三方Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館リニューアルオープン3/27

先月発行の４月号Ｐ１７「第１６回若狭町少年剣道大会」の結果において、個人戦女子３年生以下優勝芦田結葉さんの読み
がなが間違っておりました。ただしくは「あしだゆいは」さんです。お詫びして訂正致します。お詫び

北陸新幹線敦賀開業に向け、三方五湖エリアの観光の活
性化を考える「三方五湖エリア魅力アップシンポジウム」が三
方ショッピングセンターレピアで開催されました。福井県、美
浜町、若狭町などで構成する三方五湖エリア全体協議会が主
催し、両町の町民や観光関係者ら約１１０名が参加。福井県立
大学の進士五十八学長や㈱レインボーラインの石田靖彦代表
取締役ら５人が登壇し、意見を交わしました。首都圏在住でフ
リーアナウンサーの福田布貴子さんは、「コロナ禍で東京での
暮らしや旅行スタイルが変化している。ワーケーション（仕事
＋休暇）が注目されており、地方への誘客に繋がる」などと誘
客策を提案されました。

三方五湖エリアの魅力と
誘客策を考える

3/20
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お問い合わせ先　若狭町教育委員会事務局　ＴＥＬ：０７７０‒６２‒２７３１ ＦＡＸ：０７７０‒６２‒２７３２

聖火リレーコース沿道でご観覧さ
れる際は、身体的距離の確保、マ
スクの着用等のほか、新型コロナ
ウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯ
Ａ）の活用にご協力お願いします。
なお、体調の悪い方は観覧をご遠
慮ください。

2021年5月29日土 11：20頃～13：00頃
●聖火リレーコース及びコース周辺道路では、約１時間４０分、車両の通行が禁止されます。
●当日の自動車利用は極力ご遠慮ください。
   なお、自動車を利用される場合は、迂回などのご協力をお願いします。
●原則、自転車ならびに歩行者であっても、聖火リレーコースは自由に横断できません。
　横断される場合は、現場係員の指示に従ってください。
●聖火リレー当日は、法律に基づき、ルートや周辺地域（約３００メートル）でドローンを始
めとする小型無人機等の飛行が禁止されます。違反した者には、罰則が適用されます。
●規制時間は目安であり、当日の状況によって変わる場合があります。
●当日は現場係員やスタッフの指示に従ってください。
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