
17広報わかさ　2018年 7月号16 広報わかさ　2018年 7月号

ラムサール条約登録
「三方五湖」コース
35・20・10・5㎞5月5月2020日

日本遺産
「鯖街道 熊川宿」コース5月5月1919土 40・20・10・5㎞

TOP I C S
ま 話題ちの
TOP I C S

〈写真：小堀峰夫〉
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熊川宿 若狭美術館オープン

　鳥浜の学校田で全校
児童が無農薬の「ゆりか
ご米」の田植えを体験し
ました。平成23年度よ
り町と連携して環境にや
さしい米づくりと食のあ
りがたみについて学ぼう
と続けています。

三方小学校 田植え5/10

5/2

野木小学校 田植え

　学校近くの田んぼで4・
5年生が地元老人会と田
植えをしました。当日は老
人会の方々に指導しても
らいながら泥んこになっ
て楽しんで作業を行いま
した。〈写真：四方由紀子〉

5/17

　本県出身の演奏家で結成され
た音楽グループ「Copine(コパ
ン)」のメンバー 4人が、鳥羽小
学校と三方小学校で演奏会を開
きました。プロの生演奏を間近
で聴いた児童たちは、手拍子を
したり体を揺らしたりして楽しん
でいました。コパンは翌日5月
12日にパレア若狭で開催の「ひ
よこコンサート」でも会場を沸か
せていました。

鳥羽小学校 学校訪問コンサート5/11

　熊川の築約150年の古民家を利
用した美術館が開館しました。大鳥
羽の「若狭ものづくり美学舎」を運
営する NPO法人・若狭美＆Bネット
が日本財団の助成を得て昨年秋か
ら改修工事に取り組んだものです。
オープニング企画展として、障がい
者アート作品の「きらりアート6人展」
や「子ども美術」「現代美術」など約
100点が7月30日まで展示されてい
ます。金・土・日・月・祝祭日　10:00
～ 16:30 開館　(入場無料)

膳湖（ぜんこ）書道会 第14回書作展

　県内外から1,110人が三方五湖
や若狭湾を眺めながらサイクリン
グを楽しみました。
　コースはロング(160キロ)、ミド
ル(120キロ)、ハーフ(80キロ)の3
コースでレインボーラインや水晶浜
(美浜町)、熊川宿、遠くは小浜市ま
で、青空のもと心地好さそうに走っ
ていました。〈写真：小堀峰夫〉

ウナギ放流
　海山漁業協同組合が梅の里保育園
の園児19名と水月湖へウナギを放流し
ました。園児に地元の自然や生き物に
興味をもってもらおうと10年前から実
施しています。
　バケツに一年かけ体長約30センチ
に育ったウナギを歓声をあげながら放
流していました。その後園児は、シジミ
やゴカイなど湖の生き物を観察したり、
遊覧船に乗ったりしました。

5/21

　独立行政法人日本スポー
ツ振興センターの平成29年
度スポーツ振興くじ助成金

（toto）を活用して、若狭町
三方グラウンドの改修工事
を実施しました。

事業名：若狭町三方グラウンド改修工事
事業内容：内外野、バックネット、クッションフェンス等の改修
竣工日：平成30年3月30日 ／ 総事業費：73,472,000円
助成金額（交付決定額）：32,936,000円

スポーツ振興くじ（toto）助成事業を活用して、
三方グラウンドを改修しました

　パレア若狭にて5月16日
まで開催されました。同会
は若狭町合併を機に、町の
融和を図ろうと発足しまし
た。現在会員は40 ～ 80
代の34人、今回は19名が
34点を出品しました。
　「膳」は古代の若狭豪族

「膳臣(かしわでのおみ)」「湖」は三方五湖を表しています。

　わかさ東商工会、
敦賀法人会など8団
体で構成されている
敦賀税務連絡協議会
がわかさ東商工会上
中 支 所（市 場）に納
税啓発の広告塔を設
置しました。

「税に関する広告塔」除幕式5/155/2
～16

「若狭路センチュリーライド 2018」開催5/27
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