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卒業式特集
3月12日㈫

三方中学校

3月15日㈮

熊川小学校

3月18日㈪

明倫小学校

3月22日㈮

みそみ保育所
3月12日㈫
15日㈮
18日㈪
19日㈫

上中中学校
三方小学校・野木小学校
気山小学校・三宅小学校
梅の里小学校・みそみ小学校・
瓜生小学校・鳥羽小学校
20日㈬ 気山保育所・三宅保育所・ののはな保育園
22日㈮ わかば保育園
25日㈪ 中央保育所
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3月25日㈪

とばっこ保育園

TOPICS
3/9
〜10

梅まつり

第21回梅まつりがJA敦賀美方梅の里会館
(成出)で行われました。
梅の開花に合わせて毎年開かれています。
三方五湖周辺に約8万本ある梅の木は、今年は
暖冬の影響ですでに満開のところもあり、良い
香りが漂っていました。
屋外の屋台では梅干しや梅酒などの加工品
や、町内でとれた魚の干物などが販売されてい
ました。特に町のブースでは、フグ汁のふるま
いが300食行なわれ、大盛況でした。また、良
い天気に恵まれ、昼前にはお餅・お菓子まきも
行われ、たくさんの人たちで賑わっていました。

3/10

熊川いっぷく市

毎年3月第2日曜日が「鯖街道の日」に制定されたことに合わせ「道の駅
若狭熊川宿」で地元の特産品などを販売する「熊川いっぷく市」が開催され
ました。
熊川葛を使ったぜんざいや「山内かぶら」を使ったギョーザ、焼き鯖ちらし
寿司、サバサンドの他、アルコール度数38(サバ)度の梅酒などが販売されま
した。他、熊川宿一帯では、このイベントに合わせ雛人形展や、公開施設の
無料開放などが行われました。語り部の無料ガイドも行われ、大津から立ち
寄った女性4人のグループは、1時間かけて熊川宿を案内してもらい「初めて
来ました。熊川宿は大変良かったです。こんな風に説明してもらうと、より身
近に感じました。今度は家族を連れてまた来ます！」
と笑顔で語ってくれました。

3/10

カホンづくりワークショップ

パレア若狭にてペルー発祥の打楽器「カ
ホン」を組み立て、その後で演奏まで習お
うというパレ若塾ワークショップが開かれま
した。
町内はもとより敦賀市など、嶺南各地か
ら応募があり、大変人気のあるワークショッ
プになりました。講師は福井カホン普及委
員会のYusuke氏（福井市）。受講者はパレ
ア若狭創作スタジオで組み立てたカホンを
音楽ホールで演奏。音楽ホールでの響きを
感じながら、Yusuke氏の指導で様々なリ
ズムを楽しんでいました。
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3/13

全国高等学校選抜大会
出場者激励会

若狭町役場三方庁舎において全国高等学校選抜大会の
ボートや、かるた競技に出場する9名が出席しました。ボー
ト競技に出場する田辺翔平さん(美方高校2年)は「3連覇を
目指したい！」と力強く挨拶しました。森下町長は「町民と
もども応援します。期待しています。頑張ってください！」と
述べ町職員らと激励しました。

3/14

選挙に関する出前授業

美方高校1年生を対象に選挙について、若狭町選挙管
理委員会の担当者が美方高校へ出向いて授業を行いまし
た。
1年後の18歳選挙権に向けて選挙の仕組みや流れをク
イズ形式にして説明し、政治に若者の意見を取り入れるこ
との大切さ、主権者としての心構えを啓発しました。

3/22

2019オーストラリア派遣研修
LETʼS 豪「夢大陸」

若狭町国際交流協会と町が主催するオーストラリア派遣研
修事業の結団式がリブラ若狭で開かれました。式では研修
生を代表して、竹村侑己さん(上中中3年)が「自分の将来を
イメージしながら、よ
く考え積極的に異文化
を理解したい」と意気
込みを発表しました。
町内の中学生16名
と、成年リーダー 4名
が 30日ま で の9日 間
の研修を行いました。

3/23

火焚きイベント

3月23日（土）縄文ロマンパークにある竪穴住居でDO
KIDOKI会（縄文博物館友の会）による火焚きとお汁粉と
クマザサ茶のふるまいを行いました。竪穴住居を保存・維
持するため、毎月火を焚いて屋根に住む虫を燻して追い出しています。その際訪れてくだ
さったお客様に喜んでいただけるように今回はお汁粉を作りました。遠く愛知県からの親
子連れ、大阪からは若いカップル、三方青年の家で合宿をしていた敦賀のサッカー部の子
供たちと保護者の方、地元の親子などたくさんの方にきていただき、クマザサ茶とともに
味わってもらいました。火を見ていると厳粛な気持ちになるのか、火を囲みながら次から次
へと話がつきません。最初怖がっていた子も、外から棒切れを探して燃やしてくれました。
愛知県の親子は、勾玉作りも体験され、
「今日は一日縄文を楽しみました。」と笑顔でした。
火焚きを通して、未知の方との出会いがあり、思いがけない交流ができた一日でした。
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3/24

広瀬奈緒＆今川裕代コンサート

若狭町ふるさと大使の今川裕代さんとソプラノの広瀬奈緒さんのコンサートが
パレア若狭音楽ホールで開催されました。
1/26
今川裕代さんは繊細な音色に定評のあるピアニスト、広瀬奈緒さんは透明感あ
ふれる歌声のソプラノ歌手。それ
ぞ れの 魅 力 が 引き立ちあい 息 の
あった演奏でホール全体はしっとり
した雰囲気に包まれました。
コンサートには、若 狭 町や嶺 南
地域でピアノを勉強している子ど
もたち「リトルピアニスト」やコロッ
コ合唱団の子どもたちも出演。こ
の日までに、今川裕代さん・広瀬奈
緒さんに指導を受け、力をつけた
子どもたちにも会場からあたたか
な応援の拍手が贈られていました。

3/30
〜31

三方五湖春まつり

春の観光シーズンの幕開けを告げる「三方五湖春まつり」が開催されました。
30日には観光関係者約40人が山と湖で神事を行い、観光客の安全と盛況を祈
願しました。レインボーライン山頂公園では、三方五湖広域観光協議会会長の
森下町長らが、天狗に杯を投げ願い事をしたという言い伝えにちなみ、かわらけ
を湖に向かって投げました。森下町長は「今年度この山頂公園は大規模なリ
ニューアルを行います。嶺南を代
表する観光スポットとして、さら
なる誘 客をはかっていきたい。」
と挨拶しました。その後、水月湖
で観 光 船に乗り込み、黄 金 のカ
ギと花束を湖に投げ入れました。
レインボーライン駐車場では、
日本農業遺産認定を記念したコ
イ汁や、へしこおにぎりが振る舞
われたほか、地 元 特 産 品などが
販売されました。

3/31

映える！写真のアイデア講座

写真撮影のコツをプロから学ぶパレ若塾「映える！写真のアイデア講座」がパ
レア若狭で開催されました。
1/26
講師は熊川在住のプロ写真家、反田和宏さん。カメラの構造やレンズの種類
など基礎から解説されました。
反 田さんは「まず、イメージ
をもって自分の撮りたい写真を
思い浮かべることが大事です。」
と話し、ネット検索などを利用
し、イメージに近い写真を調べ、
写真技術を上げていく事もでき
るとアドバイス。町内外から35
人もの写真愛好家が集まり、具
体 的な質 問も飛 び 交い、熱 気
あふれる講座となりました。
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たんけん！うみのせかい
今回のテーマは 海
子どもたちの爆発的な支持を得た絵本「カニ ツンツン」も登場します
さあ、みんなで、海の世界をのぞいてみよう！

福音館書店）

で大合奏
な

吉川真澄

対象

小学生
以下

材料費
無料

平岡愛子

【ソプラノ】

♫

みん

絵本「カニ ツンツン」
（金関寿夫／文 元永定正／絵
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山崎智里

【マリンバ】

2019 年
開場10：30

【パーカッション】

5月11日

土

開演11
：00（ 終演予定
１１
：4０ ）

500円 中学・高校生 100円
小学生以下 無料（要入場券）
全席自由

演奏曲目
間宮芳生

「カニツンツン」
「おもちゃの交響曲」より
ハチャトゥリアン

「ガイーヌ」から『レズギンカ』
ルロイ・アンダーソン

「シンコペーティッド・クロック」
「うみ」
（童謡）
ほか

※０歳児からご入場いただけます
（座席をお使いの数だけ入場券が必要です）
※未就学児は中学生以上のご家族同伴でお願いします。

チケット発売

【ピアノ】

レオポルト・モーツアルト

音楽ホール

一般

大 宅さおり

※プログラムは予告なく変更になることが
ございます。あらかじめご了承ください。

3月2日（土）

チケット購入・問い合わせ先
受付時間／9：00〜18：00（火曜日を除きます）
福井県三方上中郡若狭町市場18ｰ18 TEL 0770ｰ62ｰ2506
URL http://parea.town.fukui-wakasa.lg.jp

◆主催／ 若狭町

◆後援／

◆協賛／
（公財）
げんでんふれあい福井財団

「海の絵」等
募集！

◎当日舞台上に投影する” 海” をテーマにした作品を募集します。
◎募集締切：4月29日(月・祝)必着
◎募集作品：絵画・版画・平面的な造形物など、壁面に展示可能な平面作品
◎応募制限：1人・1グループ：1点 ※年齢制限なし！
◎出展料：無料 ◎提出・返却：パレア文化課窓口で受け渡し
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〒919‑1393 福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地 TEL 0770‑45‑9109

応募者に

「キャラクターぱん」
プレゼント！
※コンサート来場者限定

http://www.town.fukui-wakasa.lg.jp

