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■次世代の若狭びとへの質問
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～次世代の定住者を紹介します～

平岡さんの出身地を教えてください。

平岡：出身は東京都練馬区です。

平岡さんが、若狭町に来られたきっかけを教え

てください。

平岡：20 歳まで東京都に住んでいましたが、当

　　　時、車で日本一周など全国各地を旅して

　　　いました。旅をしているうちに、「自分で

　　　モノをつくりたい（自給自足の生活）」と

　　　考えるようになり、それからモノづくり

　　　に向けて、いろんな農家さんを訪ね回り

　　　ました。そのひとつとして、かみなか農

　　　楽舎のことも知り、若狭町（旧上中町）に

　　　に訪れた訳です。最初は 1か月の研修の

　　　はずが、もう 1か月、その後 2年間の就

　　　農研修も受けました。星はきれいだし、

　　　水もきれいなところです。それに何より

　　　も地域の人たちとの交流が良かったので、

　　　そのまま若狭町で就農しました。

自給自足の生活を目指すってすごいですね。

平岡：でも、ある農家さんに「自給自足と言う

　　　が、子どものランドセルも自分で作って

　　　学校に通わすの？」と言われ、子どもに

　　　も自給自足を通すと押し付けになるのだ

　　　と気づかされました。子どもが望めば別

　　　ですが（笑）「出来るものを無理なく自給

　　　していき、いつの日か自給自足 100％に

　　　なればと思います。

なるほど。平岡さんは末野を拠点に農家をされ

ていますが、他にも伝統工芸品の須恵野焼の陶

芸教室で指導されていますよね。

平岡：指導と言うか、割れないコツをお手伝い

　　　するぐらいで、あとは一緒に遊ばせても

　　　らっています。町内の保育所でも卒業記

　　　念として陶芸を作ってもらっていますし、

　　　申し込みがあればどなたでも体験ができ

　　　ます。

平岡さんの作品のようなものになるまでには、

相当時間がかかるでしょう。

平岡：人それぞれだと思いますが、１か月でも

　　　2年でもちょっとした時間の問題なだけ

　　　で、自分が納得できる面白いものができ

　　　るかは、また別物だと思います。陶芸体

　　　験では時間が限られていますので、手び

　　　ねりで作る方法をとっています。最初か

　　　らロクロを使って薄く作ると、初めての

　　　人が 1日で形にしたり、割れないように

　　　焼ける可能性が少ないですから。

なるほど。では、平岡さんは須恵野焼をやろう

と思ったきっかけを教えてください。

平岡：創作館が農楽舎の近くにあったこともあ

　　　り、須恵野焼の作り手をしている杉井敬

　　　三さんの手伝いをしているうちに、いつ

　　　の間にか（笑）。でも、須恵野焼の魅力は、

　　　土から器が生まれるのを感じられること

　　　だと思います。

土から器が生まれるとはどういったことですか。

平岡：末野で粘土を掘り、その土をこね、成形

　　　して焼く。全ての工程ができるので、土

　　　から器になるまでを実感できます。農業

　　　をしているということもあるかもしれま

　　　せんが、種を蒔いて、収穫したものを、

　　　これまた土から生まれた器に載せて食べ
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　　　一層の孤独を感じると思います。しかし、

　　　こちらの生活では、集落や地区などさまざ

　　　まな機会で、奉仕や役があり、そして慰労

　　　会などがあり、何と言うか、「環」になるよ

　　　うな機会がたくさんあります。人によって

　　　はうっとうしいと感じるかもしれませんが、

　　　都会の「完璧な孤独」に比べれば、とても

　　　素晴らしいことだと思います。

自分だけではなく、みんなで「何かしよう」と

することが、この町のスタイルなのかもしれま

せんね。平岡さん、ありがとうございました。

■今回の若狭びとプロフィール
　

　住まい：末野
　氏　名：平岡 　貴志（ひらおか たかし）
　年　齢：37 歳　　星　座：さそり座
　出身地：東京都練馬区
　趣　味：作ること（自分で作れるものは作る）
　尊敬する人：当たり前のことを、当たり前にできる、
　　　　　　　当り前の人

土から器が生まれることを感じる

　　　る。そういったことがとても単純で、頭

　　　の良くないわたしにとっても分かりやす

　　　く、なおかつ楽しい。ここでの生活をそ

　　　んな風に感じています。

なるほど。平岡さんにとって末野の土に触れる

ことも生活のひとつなんですね。

平岡：陶芸体験でもそうですが、土にふれると

　　　みんな表情が変わります。特に大人の方

　　　は土をこねていると、皆さん子どもの表

　　　情になってますね。そういう部分を見る

　　　のも楽しいですよ。

土に触れることで、何か懐かしい気持ちになるの

かもしれませんね。では、平岡さんは、今後この

町でどのような取り組みをしていきたいですか。

平岡：末野集落には、須恵野焼を考える会があり

　　　まして、その中で、末野に登り窯を復活さ

　　　せようという話もあります。登り窯を作る

　　　ための知識を習得してからでは時間がかか

　　　るので、たくさんの人と交流しながら、み

　　　んなで復活させていければと思っています。

　　　あと、こちらに住んでみて思うことですが、

　　　都会での暮らしは、しがらみがなく自由で

　　　良いかもしれない反面、強いつながりが無

　　　ければ、毎日大勢の人に囲まれていても、

▲須恵野焼（平岡さん作）
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5月暮らしのカレンダー暮らしのカレンダー
火 水

May

月日

バランスボール教室
10:00～11:00中央公民館

   1 

 6  7  8 5 

 13  14  15  12

 20  21   22  19
10 か月児育児教室
 9:30～ 9:40三方保健センター

心配ごと相談
 9:00～12:00 パレア

 27  28   29 26 

振替休日

体操

すくすく広場(ミュージック･ケア)
10:00～12:00三方保健センター

心配ごと相談
 9:00～12:00 泉

行政相談
 9:00～12:00三宅公民館

法律相談
13:00～16:00 パレア

人権相談
 9:00～12:00歴史文化館

行政相談
 9:00～12:00 泉

あそびにきてね
 9:30～11:30 岬保育所

12 か月児育児教室
 9:30～  9:40三方保健センター

　　断酒グループ（ＡＡ）活動日

◆ 毎週金曜日 19:00 ～ 20:00 パレア
　

断酒

　　健康体操教室

◆ 毎週月曜日 13:30 ～ 15:00　上中庁舎
　（※ 6 日は、中止させていただきます )
◆ 毎週金曜日 10:00 ～ 11:30　三方公民館
　（※ 3 日は、中止させていただきます）

体操

体操

もの忘れ相談
 9:00～17:00三方保健センター

4 か月児健診・離乳食教室
13:00～13:15 パレア

もの忘れ相談
 9:00～17:00三方保健センター

もの忘れ相談
 9:00～17:00三方保健センター

無料健康相談
10:30～14:30 パレア

にこにこひろば
 9:30～11:30 岬保育所

もの忘れ相談
 9:00～17:00三方保健センター

こどもの日

体操

いきいき広場
 9:00～11:00

気山保育所
三宅保育所

あそびにきてね
 9:30～11:30梅の里保育園

いきいき広場
 9:00～11:00

みそみ保育所
わかば保育園

特定健診、肺・胃・大腸がん検診
 9:00～ 10:30西田公民館

子宮がん・乳がん検診
13:00～ 13:30西田公民館

いきいき広場
 9:00～11:00

気山保育所
三宅保育所

いきいき広場
 9:00～11:00

みそみ保育所
わかば保育園

にこにこ交流会( ﾘﾄﾐｯｸ )
 9:30～11:30梅の里保育園

もの忘れ相談
 9:00～17:00三方保健センター

こころの相談室(精神･社会復帰)
13:30～15:00三方保健センター

こころの相談室(精神･社会復帰)
13:30～15:00三方保健センター
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子育て支援
　子育て支援室　TEL 62-2704

　子育て支援センター

　　三方保健センター内　TEL45-1563

　　梅の里保育園内　TEL46-1030

母子保健
　健康課　TEL62-2721

健康診査・健康づくり
　健康課　TEL62-2721

各種相談
　社会福祉協議会　TEL62-9005自主グループ活動

(4 月 1 日現在 )

人　口　16,045 人 ( 前月 -55)( 前年 -134)

　　　　　（男 7,719 人　女 8,326 人）

世帯数　4,998 世帯 (前月 +4)( 前年 +45)

～ population ～人の動き人の動き

 3  4　 2

 10  11  9 

 17  18  16 

 24  25  23

項　目 期別 納期限

固定資産税 第 1期 5月31日(金 )

軽自動車税 全　期 5月31日(金 )

5 月の口座振替日 5月27日(月 )

納付のお知らせ ( 5月)

★納期限までに納めましょう。

★集落集金の方は、区の集金日となります。

★口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

断酒

断酒体操

体操

断酒

バランスボール教室
13:30～14:30歴史文化館

体操

1 歳 6 か月児健診
13:00～13:30三方保健センター

高齢者・障害者福祉
　福祉課　TEL62-2703

思春期・若者相談
　子ども・若者サポートセンター　TEL62-2886

  30  31 断酒

　保護者

将之さん

佳宜さん

幸良さん

おなまえ　　　

淺田魁
か い と

斗ちゃん

青池穂
ほ の か

花ちゃん

塚本　晴
はる

ちゃん

性別

男

女

男

　集落

( 上瀬 )

( 北前川 )

( 玉置 )

(3 月届出 )

赤ちゃん ～ Happy Birth ～赤ちゃん

赤ちゃん広場
10:00～12:00 パレア

①「touroku@town.fukui-wakasa.lg.jp」に空メール
　 を送信してください。上記のＱＲコードを使って
     空メールも送信できます。あらかじめドメインの
　指定解除の設定をして ください。
　【指定ドメイン：town.fukui-wakasa.lg.jp】
② しばらくすると「メールマガジン登録・解除」メー
　 ルが届きますので、登録画面に従って入力してく
     ださい。
③「お知らせメール登録完了のお知らせ」が届くと
　 登録完了です。

若狭町お知らせメール

■休日当番やイベント情報などをお知らせ

バランスボール教室
13:30～14:30歴史文化館

にこにこ交流会
 9:30～11:30西田公民館

2 歳児歯科健診・食の教室
 9:00～  9:15 パレア

7 か月児育児教室
 9:30～ 9:45 パレア

～ Happy Wedding ～ご結婚ご結婚

増田泰佑さん　　　三木やよいさん (東黒田 )

高田慎太郎さん　　專田沙織さん (三方 )みどりの日憲法記念日

体操

いきいき広場
 9:00～11:00

中央保育所
ののはな保育園

いきいき広場
 9:00～11:00

明倫保育所
とばっ子保育園

結婚相談
 9:30～12:00 パレア

にこにこ交流会(遠足)
 9:30～11:30美浜町民広場

特定健診、肺・胃・大腸がん検診
 9:00～ 10:30三十三公民館

子宮がん・乳がん検診
13:00～ 13:30三十三公民館

いきいき広場
 9:00～11:00

中央保育所
ののはな保育園

いきいき広場
 9:00～11:00

明倫保育所
とばっ子保育園

にこにこ交流会
 9:30～11:30西田公民館

クッキング(限定10組予約制)
10:00～12:00 パレア

特定健診、肺・胃・大腸がん検診
 9:00～ 10:30漁協常神支所

～ thanks a lot ～ありがとうありがとう

◇まごころ基金
坪内辰浩 様（若狭町）　 ･･･････200,000 円

上野宗吉 様（若狭町）　 ･･･････100,000 円

断酒
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歩いて発見 !!

若狭の宝フォトコンテスト
　第 22回若狭・三方五湖ツーデーマーチ当日に撮影
したウオーカーの様子や若狭町の風景写真を募集します。
　　　　　　　　　　　入賞した作品は、若狭町の観光パンフ
レット　　　　　　　に使用するなどして公開する予定です。
　　　　　　　　　　　詳しくは、若狭・三方五湖ツーデーマー
　　　　　　　　　　チ実行委員会までお問い合わせください。

特別企画


