
TOP I C S

　熊川宿の古民家「菱屋」を改修
したシェアオフィス（賃借の事務
所）がオープンしました。
　㈱デキタ(本社:東京)によって整
備されたもので、事務所のほか、
イベントスタジオやワークショップ
スペースなどがあります。今後都
市部との交流が期待されます。

　国選択無形民俗文化財の神事芸能が宇波西
神社の例大祭において行われました。
　その中で、室町時代に京都から伝わったとい
う「王の舞」が笛や太鼓の音に合わせ力強く舞
われました。他にも「田楽舞」や「獅子舞」も古
式ゆかしく奉納されました。

宇波西神社（気山）
例大祭 挙行

4/8

街道シェアオフィス＆スペース
「菱屋」オープン

4/7

　平成２９年６月に廃校となった若
狭町立岬小学校・三方中学校岬分
校が、漁村体験施設として生まれ
変わりました。宿泊室や体験調理
場などを設置。学校法人金井学園
（福井工業大学）と地元が連携し
て運営し、県内外の若者や多くの
団体の利用を目指します。
　7月1日からは一般の利用もス
タートする予定です。

若狭町みさき漁村体験施設
「みさきち」オープン

4/14

4月4日
わかば保育園

4月4日
気山保育所

4月6日
瓜生小学校

4月6日
三方小学校

4月6日
三方中学校

入学・入園・入所
特集
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佐久間艇長遺徳顕彰式典3/3
～18

　佐久間艇長は、明治43年に潜水艇訓練中におきた事故に
より沈没する中、沈着冷静に部下を指揮し殉職されました。
のち部下への思いやりや残された遺族への心づかいなどを
記した手帳が見つかりました。
　本年は在日米国大使館国防武官のマヌエル・ピコン海軍大
佐も「乗組員の死に直面した際の勇気と任務への献身は模
範となる」と英語でスピーチされ、地元明倫小学校の児童よ
り花束が贈られました。

　合同研修会の開催など、豊かで元気な町づくりの
ために企業や団体等が共に活動する組織として設立
され、4月18日にリブラ若狭で設立総会が開かれま
した。若狭女性ネットワークや町国際交流協会、か
みなか農学舎、JA敦賀美方、JA若狭、敦賀信用金
庫、小浜信用金庫、福井県民生協などが加盟され
ており、業種を超えたネットワークの強みを活かした
「ともに活き活きと元気に暮らせる、笑顔あふれる町
づくり」活動が期待出来ます。

「わかさ元気町づくりネットワーク」設立4/18

4/15

ラオス人研修生　建築・木材加工の研修報告会
　国際協力機構（JICA）の事業に若狭町と西野工務店
（三宅）が福井大学と協力して委託され、第1期生とし
てラオス人研修生3人が2月中旬より2ヶ月にわたり町
内で研修してきました。
　今年もラオス人技術指導者の育成を行なうとともに、
研修現場の若狭町小原の古民家を福祉施設に改修する
ことで、地域の活性が期待できます。

4/19 三十三間山 山開き
さん じゅう さん  げん ざん

　春の登山シーズンの幕開けに際し、若狭町と滋賀県の県境にあ
る「三十三間山」の山開きが行われました。
　当日は快晴のもと、倉見の登山口駐車場にて登山者の安全祈
願の神事に続きテープカットが行われ、約200名が次々と祈念登
山に出発していきました。

4/29

三方五湖一斉清掃3/3
～18

　三方五湖保全対策協議会の呼びかけにより若狭町・美浜町
の町民が名勝地であり、ラムサール条約登録湿地として認定
されている三方五湖の環境保全の大切さを肌で感じてもらう
ため、会員をはじめ、各種団体・地元ボランティアの方々の協
力を得て清掃活動を行いました。当日は多くの参加者により、
たくさんのゴミが集められました。

4/22

陶芸教室「大物講座」3/3
～18

　高さ35センチほどの壺など、大物の作品に挑戦する陶芸教
室がパレア若狭で開かれました。（計3回の講座）
　3回目のこの日は2回に分けて成形したつぼ等を削り、装飾
を入れて完成させました。
　参加者は経験者ばかりでしたが、さすがに大物作品となる

と手こずった様子で、講師の
清水和也さん（鳥浜）のアド
バイスを熱心に聞きながら懸
命に取り組んでいました。清
水先生は「大物作品はすべて
の行程が難しいので、今後の
ステップアップにつながりま
す」とおっしゃっていました。

4/26
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2018 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities

「花いっぱい」で国体選手をお迎えしましょう！
町では、今年開催される

「福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会」に向け、花いっぱい運動を推進しています。

農地や農道沿いなどにコスモスを
植えて『花の風景』でおもてなし

※詳しくは森づくり課HPをご覧ください
H29最優秀賞　クリーン・エコ中浜

平成30年7月23日月
はぴねすフラワー・コンクールの開催

 〈お問合せ先〉   若狭町役場総合戦略課　国体推進・熊川宿活性化室　☎0770‒45‒9112

 〈お問合せ先〉   県庁森づくり課　☎0776‒20‒0442　　福井県嶺南振興局二州農林部　☎0770‒22‒0291
林業水産部　☎0770‒56‒2218

７月上旬～８月上旬に各地域でコスモスを植えます。
梅街道や県道沿いに、地域づくり協議会や区長会
など地域の皆さんで種まき作業を行います。
種まき作業やコスモスの管理に地域の皆さまのご
協力をお願いいたします。

「花いっぱい」
活動団体募集中！！

集落や会社の花壇をお花でいっぱい
にして、選手や観光客の皆さんを
お迎えしましょう。
国体開催期間に咲く花を中心に、
花の種や苗を配布します。

地域や
職場で

参加申込締切

H29優秀賞　まちづくり宮ノ下地区委員会

Renewal!

若狭三方縄文博物館がある縄文ロマンパークを
縄文の森をコンセプトに整備をしました。休日の憩いの場としてご利用ください。

福井県年縞博物館
平成30年9月
オープン予定

平成30年
4月

土笛づくり（体験時間(40分) 料金150円/個）
火おこし（体験時間(45分) 料金150円/人）
勾玉づくり（体験時間(90分) 料金250円/個）
土器づくり 3月～11月（体験時間(120分) 料金400円/個）
丸木舟乗船 7月下～ 9月上（体験時間(60分) 料金200円/人）など

若狭三方縄文博物館
（鳥浜122-12-1）

場 所

内 容

 〈お問合せ先〉  歴史文化課(若狭三方縄文博物館内)　☎0770‒４５‒２２７０

縄文博物館では、体験講座も
実施しております。

町内の方は入館無料です。ぜひご家族でご来館下さい。

※若狭三方縄文博物館ホームページにて掲載  https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/jomon/taiken.html　※体験は予約が必要です。
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