まちの 話 題
TOPICS

入学・入所
特集

町指定天然記念物「楊貴妃桜」（関）

4月4日

中央保育所

4月6日

気山小学校

4月6日

上中中学校
県名勝「神子の山桜」
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TOPICS
4/5

くら

み

闇見神社例大祭

県無形民俗文化財に指定されている闇見
神社（成願寺）の例大祭が行われました。御
幣を地面に叩きつけ、わざわいを祓うという
独特の神事「大御幣搗き」や地元高校生に
よる「王の舞」などが営まれ、近隣の住民た
ちで賑わっていました。

4/8

宇波西神社例大祭

国選択無形民俗文化財の神事芸能が宇波西
神社（気山）の例大祭にて行われました。大勢
の見物客が境内に溢れる中、室町時代より伝
わる「王の舞」を始め、獅子舞や田楽舞なども
奉納されました。

4/6
〜7

美浜・若狭両町長杯争奪高校野球大会

嶺南地域5校(敦賀高校、敦賀気比
高校、敦賀工業高校、美方高校、若狭
高校)の野球部が一堂に会し、交流試
合を通じ技術の向上と親睦を深めるた
め、美浜町総合運動公園野球場におい
て熱戦を繰り広げました。2日間にわた
るトーナメント戦で、決勝戦では敦賀気
比高校が若狭高校を11対4で下し優勝
しました。

広報わかさ

2019年 6月号
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まちの 話 題
TOPICS

4/13

若狭町交通指導員
辞令交付式

若狭町役場三方庁舎において、森下町長と町内交番所員
らの出席のもと2019年度の若狭町交通指導員辞令交付式
が行われました。池田政則新会長（三方）以下、新任指導員
5名を含む総勢25名でのスタートとなりました。
森下町長は「町民の安全安心のため、より一層努力してく
ださい。」と激励しました。その後、総会や講習会があり、基
本動作を確認しました。

4/14

三方五湖一斉清掃

今年2月に日本農業遺産にも認定された三方
五湖周辺で一斉清掃をして環境保全の機運を高
めようと、若狭町と美浜町でつくる三方五湖保
全対策協議会が実施しました。
この日は両町民や各種団体、地元企業より約
600人が参加し、たくさんのゴミを収集しました。

4/15

佐久間艇長遺徳顕彰式典

若狭町北前川出身の佐久間勉艇長は、明治43年に山口県新湊沖にお
いて潜水艇訓練中に起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。その後、部下への思いやりや残された遺族への心
遣いを記した手帳が見つかりました。
本年は海上自衛隊舞
鶴音楽隊の音楽会や駐
日英国大使館国防武官
海 軍 大 佐 のスピ ーチ、
参列者全員の献花など
をして佐久間艇長を偲
びました。

4/19

香港の小学生来町

香港の救恩（カウヤン）學校の4年生から6年生の25名が、4月15日か
ら20日の日程で来町しました。神子の民宿に泊まって漁業体験や、かみな
か農楽舎で農業体験をしたり、レインボーライン・熊川宿などの見学をしま
した。
この日は、三方小学校で5年生と交流をしました。お互いの学校生活の
紹介や、プレゼント交換、それぞれ合唱を披露したり、体育館で「たすけお
に」をして一緒に遊びました。その後、給食をとったり掃除も体験しました。
初めて来町した6年生の李楽軒(リーロキン)さんは「大敷網の体験では、
フグやブリなど初めて目にする色々な魚を見ることができ、楽しかった。今
日はまた三方小の友達が中国語や英語の歌を歌ってくれたり、色々準備し
てくれたことが嬉しかった。若狭町は自然が素晴らしいので、また来たい！」
と話していました。
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3/28

無形民俗

新たに指定された文化財

てん じん じゃ

れい さい しん じ

天神社の例祭神事

毎年４月２日に行われる。王の舞と獅子舞
が奉納され、神輿が集落内を巡行する。
前日には宮守と精進人（王の舞、御幣差、
巫女掛）が宮籠りをする。村立ちの儀、御
旅所の儀など儀式も継承されている。

若狭町教育委員会は3月28日、下記の7件を新たに町指定文
化財に指定しました。
有形

無形民俗

熊川葛関係資料

日枝神社の例祭神事

有形民俗

無形民俗

くま がわ くず かん けい し りょう

ひ

江戸時代から明治時代にかけての熊川の
葛問屋の商い資料（10点）。葛仲間の保護
を求める願書のほか、敦賀や朽木から葛の
仕入れが行われていたことや葛を担保にし
ていたことなどがわかる資料である。

くま がわ くず

え じん じゃ

れい さい しん じ

毎年４月第１日曜日に行われる。王の舞と
獅子舞が奉納される。当日は午前中に神
輿が集落内を練り歩き、子どもたちがハ
ネ打ち太鼓を披露する。

せい さく よう ぐ

てん まん ぐう

れい さい しん じ

熊川葛の製作用具

天満宮の例祭神事

無形民俗

史跡

昭和３０年代頃まで使われていた葛の製作
用 具（25点）。葛 根を砕き、絞り、晒し、
葛粉として製品化、発送されるまでの一
連の用具で、葛粉の伝統的な生産方法が
わかる。

の

と

じん じゃ

毎年４月第１日曜日に行われる。王の舞と
獅子舞と浦安の舞が奉納される。宵宮で
は、神事宿の家から道中囃子を吹きなが
ら天満宮へ向かう。当日は王の舞親子ら
は田烏で禊を行う。

れい さい しん じ

ふじ い

能登神社の例祭神事

おか こ

ふん

藤井岡古墳

毎年４月１５日に行われる。能登野区と横
渡区が毎年交互に王の舞と獅子舞を担当
する。両集落は、集落センターから大御
幣を先頭に行列を仕立て能登神社参道の
口の森で合流して能登神社に向かう。

５世紀前葉の円墳（南北約２７ｍ、東西約２３ｍ）。葺
石を伴う。円筒埴輪、朝顔型埴輪、甲冑型埴輪が
出土している。同時期の首長墓として国史跡上ノ
塚古墳（脇袋）がある。これらから、この地域が東
西の結節点であることをうかがわせる古墳である。

私たちが母子保健推進員です
2019年度 母子保健推進員として、17名の方に町より委嘱しました。
母と子の健康増進を目的に、乳児教室や母の健診の託児等を中心に活動します。

母子保健推進員
・中村久美子 さん（横渡）
・小堀
・𠮷田

直子 さん（高岸）

・小堀

三鈴 さん（鳥浜）

・山中佳良子 さん（三方）

幸子 さん（東黒田） ・赤尾

・藤本すみ子 さん（南前川） ・坂本
・小堀利律子 さん（北前川） ・青木

・下嶋
・橋本

栄子 さん（田井野） ・坪内
政江 さん（北庄）

・時岡

邦代 さん（末野）

・石田しづ枝 さん（新道）

幸美 さん（安賀里） ・水江
洋子 さん（上吉田）

君江 さん（仮屋）

令子 さん（グリーンハイツ）

貞子 さん（世久見） ・四本木洋子 さん（グリーンハイツ）

私たちが食生活改善推進員です
２０１９年度 新しく７名が加わり、食生活改善推進員は３１名となりました。
生活習慣病予防を目的に食生活を広げる活動をします。

食生活改善推進員
・香川

芳子 さん（倉見）

・今井

貞子 さん（佐古）

・小堀

和子 さん（鳥浜）

・三宅みさゑ さん（麻生野）

・武藤

和美 さん（高岸）

・橋詰

一美 さん（向笠）

・千田

千景 さん（鳥浜）

・橋本

・澤

・𠮷田

節子 さん（横渡）

・小堀

泉 さん（鳥浜）

・和多田みぎわ さん（気山）

・島津

安子 さん（鳥浜）

・坂本

政江 さん（北庄）

弘美 さん（南前川） ・上野

智子 さん（鳥浜）

・田村

幸子 さん（海士坂） ・田中

・田辺

明美 さん（鳥浜）

孝子 さん（北前川） ・小堀美由紀 さん（鳥浜）

・竹内
・保志

・水江

成子 さん（海士坂） ・中西
友紀 さん（海士坂）

問い合わせ

榮子 さん（小原）

幸美 さん（安賀里）

・四方由紀子 さん（グリーンハイツ）

・田辺

・山中まゆみ さん（相田）
・青池

貞子 さん（向笠）

幸子 さん（東黒田） ・松村登美江 さん（鳥浜）

・池田真由美 さん（田上）
・前

・河原

君江 さん（仮屋）
邦子 さん（市場）

陽子 さん（下野木）

保健医療課

☎0770-62-2721
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パレア若狭初めての演劇企画

演出家・岩崎正裕さんの「演劇ワークショップ」

『もっと 人が好きになる！
コミュニケーション講座』
前から気になっていた
「あの人」
ともっと仲良くなりたい。
私たちのサークルメンバーに加わってくれる人を探したい。
次世代の「若い」後継者を求めたい。人とつながる場面で
活用できるコミュニケーション術が身につきます。

参加費

100 円

人に伝えたり、人から受け取ったりする
ゲームなどをやります。体を動かしたりも
します。当日の内容は、集まったみなさん
の様子に合わせて講師が考えますので
安心して参加できます。演劇づくりの手
法を使って自分を開放してみませんか？

パレア若狭
初めての演劇企画
特別料金

2019年

6月15日（土）
研修室

岩崎 正裕【いわさき まさひろ】

講師：

15：30〜17：30

劇作家・演出家。劇団太陽族主宰。

1963年三重県鈴鹿市生まれ。
1982年大阪芸術大学在学中に劇団太陽族の前進
「劇団大阪太陽族」
を結成。
1997年「ここからは遠い国」
で第4回ＯＭＳ戯曲賞を受賞。全国各地で戯曲講座や演技
ワークショップの講師を務める。
2008年伊丹市立演劇ホールＡＩ
・ＨＡＬＬディレクター就任。
大阪芸術短期大学講師。

対 象 小学4年生以上

嶺南

おちい

弓道部のクミは極度のスランプに陥って
しまっている。そこへ「スランプの精」が
現れるが、
「ランプの精」のようには役に
立たないようで…。

地域

の

高校で 唯

「クミちゃんと
スランプの精」
あら すじ

20名

※定員になり次第申込みを締め切ります。

若狭高校演劇部 公演

2019年

定員

申込み締切 6月8日
（土）

一の

演 劇 部が

熱 演。

6月15日（土）

若狭高校演劇部

少人数ながら、演劇を楽し
み、
にぎやかに活動してい
ます。今回は既成作品を
自分たちの演出で作り上
げました。おもしろくホッ
とできる作品ですので、ぜ
ひ見に来てください。

音楽ホール

開演／18：00（開場17：30・終演予定18：30）
料金／ 無料（要入場券） 全 席 自 由
※4歳からご鑑賞いただけます
（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ご鑑賞ください。

ワークショップ参加申込・入場券配布・お問い合わせ
受付時間／ 9:00 〜 18:00（休館日／火曜日）
福井県三方上中郡若狭町市場18ｰ18 TEL 0770ｰ62ｰ2506
https://www.facebook.com/pareawakasa/
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