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上中地域のケーブルテレビ民営化について
上中地域のケーブルテレビ施設は、平成６年に開局し、これまで２７年間、放送サービスなどを提供してまい

りました。 
しかし、町でケーブルテレビ施設を管理運営していくことが、財政面、人材面において厳しい状況になるこ

とから、令和５年４月から、民間による管理運営に移行することとしております。 
今回、ケーブルテレビ事業に精通しており、美浜・三方地域でケーブルテレビ事業を行っている美方ケー

ブルネットワーク株式会社（ＭＭネット）に上中地域ケーブルテレビ設備の管理運営を移行し、令和５年４月よ
り民営化することになりましたのでお知らせいたします。 

新しいＯＮＵへの交換作業にかかる、加入者の方への負担金はありませんが、ケーブルの移設や追加敷設、機器調整や追加設
置などにつきましては加入者の負担となります。※ＯＮＵは光信号を電気信号に変換する機械です。

■ＣＡＴＶ管理運営と設備整備スケジュール 
令和4年

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

令和5年

有線電話サービスの提供 機器撤去

ＭＭネット（三方地域） 

若狭町（上中地域）
ＭＭネット（町全域） 

上中地域通信高速化工事 上中地域放送設備更新工事 
電話サービス終了

■切り替え工事について （ＭＭネットのインターネット接続サービスに加入されている方）
12月頃より通信高速化の切り替え工事を開始いたします。

赤色 切替工事範囲 光ケーブル

光ケーブル

LANケーブル

同軸ケーブル

加入者宅

パソコン
（無線ルーター） 

電源
100V

屋内型
D-ONU

TV
音声告知端末

屋外設置
ONUの交換

■MMネット新プランのご案内

チャンネルラインナップ

1,980円（税込）  STBを付けずに視聴できます。　※STBのご利用はできません

STB1台目：2,310円（税込）　2台目～：550円／台（税込）

【事業所のお客様】
ファミリー

※年払い・半年払い・大口ユーザ割引はございません。
※NHK受信料は上記金額に含まれておりませんので別途契約が必要となります。（ライト及びデラックスはNHK衛星契約が必要です）

ライト

【一般世帯・公共施設のお客様】 金額は月額料金です。

「NHK 総合」「NHK Eテレ」「福井テレビ」「福井放送」「朝日放送」「毎日放送」「びわ湖放送」
「京都放送」「行政チャンネル」「コミュニティチャンネル」「お天気チャンネル」が視聴できます。

ライトのほか、CS番組23チャンネル
（※別途有料  「衛星劇場」「東映チャンネル」「グリ－ンチャンネル1・2」）

ファミリーのほか、BS番組11チャンネル
（※別途有料　「WOWOWプライム・ライブ・シネマ」「スタ－チャンネル1・2・3」） 

ファミリー
（地上波プラン）

1,650円（税込）  STBを付けずに視聴できます。　※STBのご利用はできません

STB1台目：1,980円（税込）　2台目～：550円／台（税込）

STB1台目：2,530円（税込）　2台目～：550円／台（税込）

ライト
（BSプラン）

デラックス
（CSプラン）

※公共施設は「デラックス」への加入ができません。

「STB」とはデジタルセットトップボックスの略でケーブテレビ専用チューナーのことです。
ハードディスク内蔵録画タイプSTBのレンタルもあります（ライト・デラックスのみ）。　
取付費：標準工事4,400円　利用料：１台につき上記の金額プラス770円

【主な変更点】

「STB」とはデジタルセットトップボックスの略でケーブテレビ専用チューナーのことです。
デジタルパックでご利用いただいています「STB」は、ライト・デラックスでもそのままご利用いただけます。 

※ケーブルテレビ民営化に伴いまして美方ケーブルネットワークへ加入申込書を提出いただく必要があります。
　上中ケーブルテレビ利用者の皆様には個別に案内を郵送しておりますので、期日までにご提出いただきますようお願いします。

エコノミー（1Ｍ）  2,530円
スーパーＭＭ（50Ｍ）  3,300円
光アクセス（100Ｍ） 3,740円

ケーブルテレビ利用料 1,000円
デジタルパック 2,530円（利用料1,000円を含む） 

インターネット

テレビ

現在のプラン 

ファミリー（地上波プラン） 1,650円
ライト（BSプラン） 1,980円
デラックス（CSプラン）  2,530円

光20Ｍ 3,190円 
光200Ｍ 3,850円 
光1Ｇ 4,180円 

新プラン 

インターネットサービス

サービスプラン
テレビ契約の
ある方

テレビ契約の
ない方

速度（ベストエフォート）

光20Ｍ（メガ）

光200Ｍ（メガ）

光1Ｇ（ギガ）

金額は月額料金です。

金額は月額料金です。

3,190円（税込）

3,850円（税込）

4,180円（税込）

3,960円（税込）

4,620円（税込）

4,950円（税込）

（上り・下り） 20Mbps

（上り・下り） 200Mbps※グローバルIP 1個付与

（上り・下り） 1Gbps※グローバルIP 1個付与

※年払い・半年払いはございません。

もちろんプロバイダー料込の金額です！
税込770円
お得！！

令和5年4月サービス開始

令和4年12月頃より
切り替え工事・サービス開始

切り替え工事イメージ図

※光アクセスプランにご加入の方についても屋内型D-ONUの設置等が必要です。
　詳細につきましては、個別に案内させていただきます。

切り替え工事の内容 
●屋内型 D-ONUの設置、端末機の撤去　●LANケーブルを光ケーブルへ切り替え　●屋外設置 ONU、電源ユニットの交換

屋内型D-ONU は、告知端末機が設置されていた場所と同じ場所に設置させていただきます。 この場合の切り替え配線工事に係る加
入者負担はありませんが、設置場所を移動させたとこによりケーブルの移設、追加敷設、機器設定調整は加入者の負担となります。 

ＭＭネットのインターネット
接続サービスに加入されている方

通信用センター装置の整備完了後、12月頃より高速通
信サービス対応ONUを各加入者宅へ設置いたします。 

インターネット接続サービスに加入されてなく、
ＴＶサービスに加入されている方

放送用センター装置の整備が完了します令和5年度夏以
降から各加入者宅のONUを交換させていただきます。

◀STB
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　三方地域で４００件、上中地域で１９００件、ご加入いただいております有線電話サ ービスにつきまして、

端末機製造メーカーの事業撤退、センター機器の老朽化により機能維持が困難になってきたことから、

有線電話設備の更新を検討してまいりました。 

　しかし、設備更新には多額の費用が掛かること。ＮＴＴの固定電話

や携帯電話の普及が進んだこと。町内住宅地において携帯電話の不

感地帯が解消していることなどから、令和４年７月３１日をもって有線電

話サービスを終了いたします。ただし、端末機の取り外しが実施され

るまで有線電話で通話をしていただくことは可能です。 

　8 月より順次取り外し作業を実施させていただきます。事業者より事前に連絡のうえ各ご家庭にお伺

いし取り外しいたします。

　上中地域の方については取り外し後に新しい告知端末機を設置いたします。

令和４年７月３１日 をもって有線電話サービスを終了いたします。 
（ただし、端末の取り外しが実施されるまで有線電話で通話をしていただくことは可能です。） 

　有線電話利用料（５００円／月）につきましては、７月分まで集金させていただき、端末機の交換が
開始される８月分より停止させていただきます。 
　今後はＮＴＴ固定電話、もしくは携帯電話などをご利用ください。皆さまのご理解とご協力をお願い
します。

■有線電話サービスの終了について

総務課  TEL 0770-45-9109
サービス内容・料金について／
美方ケーブルネットワーク株式会社（MMネット） TEL 0770-32-3400

お問い合わせ

　新しい告知端末機への交換は、各ご家庭ごとに順次実施していきます。交換が終了

したご家庭では新しい告知端末機で告知放送を聞くことができます。 

　なお、新旧の音声告知システムは放送の連携を行えませんので、すべての告知端末機の交

換作業が終了するまで、従来の方法と新しい方法の２通りの方法で放送していただく必要があ

ります。 

　新しい告知放送の説明書は端末機交換までに配布させていただきます。 

ご注意ください

■上中地域の告知端末機の更新について

　上中地域の告知端末機について、端末製造メーカーの事業撤退、センター機器の老朽化により機

能維持が困難になっております。そこで、告知端末機について令和元年度に三方地域において整備し

た端末と同じものに更新させていただきます。 

　新しい告知端末機への接続は同軸ケーブル（ＴＶに繋げる線と同じ）となります。 告知端末機の交

換は、事前に連絡の上、各ご家庭にお伺いして交換作業を行

います。基本的に今までと同じ場所に設置させていただきます

が、設置が難しい場合はご相談のうえで設置場所を変更させ

ていただきます。

　交換完了までご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

●集落放送、地区放送、全町放送をNTTの固定電話や携帯電話などから放送できます。 

●告知放送を録音できます。（3 分までの放送を 5 件録音できます）

●ＦＭラジオ放送を聞くことができます。（ＮＨＫ－ＦＭ、ＦＭ福井） 

交換作業については、 ８月頃 から順次実施となります。 

旧告知端末機 新告知端末機 

令和4年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

令和5年

有線電話サービス 端末機が取り外され、順次通話が出来なくなります。

業者による端末機の取り外し作業

電話サービス終了
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（ただし、端末の取り外しが実施されるまで有線電話で通話をしていただくことは可能です。） 

　有線電話利用料（５００円／月）につきましては、７月分まで集金させていただき、端末機の交換が
開始される８月分より停止させていただきます。 
　今後はＮＴＴ固定電話、もしくは携帯電話などをご利用ください。皆さまのご理解とご協力をお願い
します。

■有線電話サービスの終了について

総務課  TEL 0770-45-9109
サービス内容・料金について／
美方ケーブルネットワーク株式会社（MMネット） TEL 0770-32-3400

お問い合わせ

　新しい告知端末機への交換は、各ご家庭ごとに順次実施していきます。交換が終了

したご家庭では新しい告知端末機で告知放送を聞くことができます。 

　なお、新旧の音声告知システムは放送の連携を行えませんので、すべての告知端末機の交

換作業が終了するまで、従来の方法と新しい方法の２通りの方法で放送していただく必要があ

ります。 

　新しい告知放送の説明書は端末機交換までに配布させていただきます。 

ご注意ください

■上中地域の告知端末機の更新について

　上中地域の告知端末機について、端末製造メーカーの事業撤退、センター機器の老朽化により機

能維持が困難になっております。そこで、告知端末機について令和元年度に三方地域において整備し

た端末と同じものに更新させていただきます。 

　新しい告知端末機への接続は同軸ケーブル（ＴＶに繋げる線と同じ）となります。 告知端末機の交

換は、事前に連絡の上、各ご家庭にお伺いして交換作業を行

います。基本的に今までと同じ場所に設置させていただきます

が、設置が難しい場合はご相談のうえで設置場所を変更させ

ていただきます。

　交換完了までご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いします。 

●集落放送、地区放送、全町放送をNTTの固定電話や携帯電話などから放送できます。 

●告知放送を録音できます。（3 分までの放送を 5 件録音できます）

●ＦＭラジオ放送を聞くことができます。（ＮＨＫ－ＦＭ、ＦＭ福井） 

交換作業については、 ８月頃 から順次実施となります。 

旧告知端末機 新告知端末機 

令和4年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

令和5年

有線電話サービス 端末機が取り外され、順次通話が出来なくなります。

業者による端末機の取り外し作業

電話サービス終了
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掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。

DOKI!情報局ドキ!

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

『パレ若塾』受講生募集!

若狭町文化祭 出演者・出展者募集

極北のエスキモー民族と自然展
inパレア若狭

7月16日（土）開催日／
時間／ 19：00～20：30（90分）
会場／パレア若狭ギャラリー 
講師／山崎哲秀氏
　　　（犬ぞり北極探検家） 
参加料／無料 
定員／ 30名
※要申し込み

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.23

泉岡一言神社

図書館からのオススメ本
『解きたくなる数学』
佐藤 雅彦、大島 遼、 廣瀬 隼也/著

にじいろのおはなし会

7月30日（土）開催日／

■図書館リブラ
館こどもひろばに
て、毎月第４土曜
日14時に紙芝居
をします。参加無
料で、赤ちゃんか
ら参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

中野木の三角にとがった野木山に、泉岡一言
神社が祀られています。集落に伝わる『一言
主大明神の縁起』によれば、この神社には、
大和の葛城より現れた神さまが祀られていま
す。その神さまが現れたとき里人が、「祠をお
建てして鎮座いただきたいです」と、申し上
げました。すると、神さまは「私は祠を好まな
い。もしそれでもと言われるならば、山すべ
てを蓋うような祠を建ててほしい」と、言われ
ました。それは出来ないこととして、神さまの
おっしゃるように、祠のない、山全体を御神体
とし、正面に玉垣のみが設けられた神社とな
りました。神さまのお名前と同じく、多くの言
葉ではなく、誠意を尽くして一言でもってお
祈りするとき霊験が表れると言われています。
現在も、この御神徳をいただこうと、参詣さ
れる人々がたえません。

あの「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが、これ
までにない数学問題集を作りました。数学が苦
手な人も得意な人も、魅
力的な写真とグラフィック
で表現された23題にきっ
と夢中になるはず。論理の
組み立てが学べ、思考の
ジャンプが身につきます。
考える楽しさを求める中学
生以上のすべての方へ。

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出
展者を募集します。個人・団体は問いません。
文化芸術活動をされている方は、ぜひご応募
いただき、若狭町文化祭を盛り上げていきま
しょう。

書道・絵・写真・花・工芸品・
文芸作品などの 展示

やまさきてつひで

いずみ おか   ひと   こと

ほこら

■哲学カフェは「考える」練習場です。
「あれ？何だろう？」と思うことを「テーマ」にして、子どもから大人まで、み
んなで一緒に考えていきます。
無理に話そうとしなくても大丈夫。聞いているだけでもOKです。
誰かと一緒に考えることや日常のコミュニケーションがより楽しくなる
はずです。

小学生からお年寄りまで、一緒になって場をつくりましょう。

てつがくカフェ
「かんがえるじかん ｖｏｌ．2」

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

◆話し合うテーマ
　「しあわせって何だろう？」

時間／ 13：15～16：15
場所／パレア若狭リハーサル室
進行／西村高宏氏（福井大学医学部准教授）
グラフィック／近田真美子氏（福井医療大学准教授）
参加費／５００円（スイーツ付き※飲み物はご持参ください）
定員／１0名

7月23日（土）開催日／

リハーサル室

ＲＥＰＯＲＴ かんがえるじかん ｖｏｌ．１

　若狭町初の哲学カフェが昨年10月22日に「ふつうってなん
だろう？」をテーマに開催されました。10代から70代までの18
人が参加しました。

参加者の感想
●自由に自分の考えを語れる場が心地よかった。
●いろんな人の考えていることを聞く場ってあまりないんだな…
と実感。
●自分の考えがゆれていくのがとても面白かったです。

提供：せんだいメディアテーク

音楽ホール

■土曜夜の時間、ゆったり、じっくりゲストのお
話を聞きませんか？ 講師は犬ぞり北極探検家・
山崎哲秀さん。1年の半分以上を北極で過ご
されている山崎さんに、北極の民族、文化、自
然、犬ぞりの活動などについてお話しいただき
ます。 ギャラリー展示「極北のエスキモー民族
と自然展inパレア若狭」にあわせて、ギャラ
リーでの開催です。実際に北極で使われてい
る民具や写真を間近に見ながら、ふしぎな北
極の世界に飛び込んでみませんか？ 

■幼少期を若狭地方で過ごした日本で唯一の犬ぞり
北極探検家・山崎哲秀さんによる「極北のエスキモー
民族と自然展inパレア若狭」を開催します。
今回の展示では、実際にエスキモー民族が使用して
いる北極熊の毛皮の防寒着や生活用具、写真ではグ
リーンランドの美しい自然や犬ぞり探検活動の様子
を紹介します。北極熊の毛皮の防寒着は実際に触っ
て温かさを実感できます。
北極の先住民であるエスキモー民族の伝統文化を
知っていただき、更には地球温暖化による環境問題に
ついても考えてみませんか。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／

時間／9：00～20：00 ※入場無料
7月16日(土)～31日(日) ※火曜休館

夜の図書館
「ふしぎな北極
～犬ぞり探検家が見た世界～」

パレアサマースクール

※要申し込み
※保護者の方は参加できません。

■夏休み中の小学生に向けて、4つの講座を
開催します。 ぜひ、興味のある講座にご参加く
ださい! 
らくらく読書感想文教室
図書館司書が、本の読み方のコツや、書くと
きのポイントをアドバイス! 

時間／ 10：00～11：00
対象／ 3年生～ 
講師／若狭町立図書館司書 
場所／パレア若狭研修室 
定員／ 30名 
受講料／無料 
持ち物／読書感想文のテーマにしたい本
　　　　（本は図書館でも準備します） 

7月23日（土）開催日／

楽しい陶芸教室
ねん土をこねて、お皿やお椀など自分だけの
オリジナル作品をつくろう! 

時間／ 13：30～15：30
対象／ 3年生～ 
講師／飛永なを氏（若州窯） 
場所／パレア若狭創作スタジオ 
定員／ 20名 
受講料／ 1,000円/人 

7月23日（土）開催日／

ロボットプログラミングに挑戦!
自分で組み立てたロボットをプログラミング
して、指示通りに動かしてみよう!

時間／ 13：00～15：00
対象／ 4年生～ 
講師／プログラミング教室アクロキッズ 
場所／パレア若狭研修室 
定員／ 5組（2人1組） 
受講料／ 500円／組 

7月24日（日）開催日／

北極ってどんなところ？
北極ってどこにあるの？どんなものを食べる
の？ふしぎな北極のことをたくさん知れるお話
会です! 

時間／ 15：30～16：30
対象／ 1年生～ 
講師／山崎哲秀氏（犬ぞり北極探検家） 
場所／若狭町立図書館パレア館
定員／ 20名 
受講料／無料

7月24日（日）開催日／

参加者を募集

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

文化芸能・歌・演奏・ダンス・
劇などのステージ発表

11月6日（日）開催日／
時間／ 10：00～15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール
出演料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

時間／ 9：00～17：00 
　　　※最終日は16時まで（予定）
場所／パレア若狭内
　　　（展示場所は後日連絡いたします）
出展料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）
応募締切／ 8月1日（月）
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掲載のイベントは新型コロナウイルス感染症対策のため中止・変更になることがあります。
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参加料／無料 
定員／ 30名
※要申し込み

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

写真でたどる

若 狭 町 の 歴 史 遺 産
No.23

泉岡一言神社
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にじいろのおはなし会
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館こどもひろばに
て、毎月第４土曜
日14時に紙芝居
をします。参加無
料で、赤ちゃんか
ら参加できます。

時間／14：00～
場所／図書館リブラ館　こどもひろば
内容／ボランティア「にじの会」さんによる紙芝居
料金／無料

中野木の三角にとがった野木山に、泉岡一言
神社が祀られています。集落に伝わる『一言
主大明神の縁起』によれば、この神社には、
大和の葛城より現れた神さまが祀られていま
す。その神さまが現れたとき里人が、「祠をお
建てして鎮座いただきたいです」と、申し上
げました。すると、神さまは「私は祠を好まな
い。もしそれでもと言われるならば、山すべ
てを蓋うような祠を建ててほしい」と、言われ
ました。それは出来ないこととして、神さまの
おっしゃるように、祠のない、山全体を御神体
とし、正面に玉垣のみが設けられた神社とな
りました。神さまのお名前と同じく、多くの言
葉ではなく、誠意を尽くして一言でもってお
祈りするとき霊験が表れると言われています。
現在も、この御神徳をいただこうと、参詣さ
れる人々がたえません。

あの「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが、これ
までにない数学問題集を作りました。数学が苦
手な人も得意な人も、魅
力的な写真とグラフィック
で表現された23題にきっ
と夢中になるはず。論理の
組み立てが学べ、思考の
ジャンプが身につきます。
考える楽しさを求める中学
生以上のすべての方へ。

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品出
展者を募集します。個人・団体は問いません。
文化芸術活動をされている方は、ぜひご応募
いただき、若狭町文化祭を盛り上げていきま
しょう。

書道・絵・写真・花・工芸品・
文芸作品などの 展示

やまさきてつひで

いずみ おか   ひと   こと

ほこら

■哲学カフェは「考える」練習場です。
「あれ？何だろう？」と思うことを「テーマ」にして、子どもから大人まで、み
んなで一緒に考えていきます。
無理に話そうとしなくても大丈夫。聞いているだけでもOKです。
誰かと一緒に考えることや日常のコミュニケーションがより楽しくなる
はずです。

小学生からお年寄りまで、一緒になって場をつくりましょう。

てつがくカフェ
「かんがえるじかん ｖｏｌ．2」

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

◆話し合うテーマ
　「しあわせって何だろう？」

時間／ 13：15～16：15
場所／パレア若狭リハーサル室
進行／西村高宏氏（福井大学医学部准教授）
グラフィック／近田真美子氏（福井医療大学准教授）
参加費／５００円（スイーツ付き※飲み物はご持参ください）
定員／１0名

7月23日（土）開催日／

リハーサル室

ＲＥＰＯＲＴ かんがえるじかん ｖｏｌ．１

　若狭町初の哲学カフェが昨年10月22日に「ふつうってなん
だろう？」をテーマに開催されました。10代から70代までの18
人が参加しました。

参加者の感想
●自由に自分の考えを語れる場が心地よかった。
●いろんな人の考えていることを聞く場ってあまりないんだな…
と実感。
●自分の考えがゆれていくのがとても面白かったです。

提供：せんだいメディアテーク

音楽ホール

■土曜夜の時間、ゆったり、じっくりゲストのお
話を聞きませんか？ 講師は犬ぞり北極探検家・
山崎哲秀さん。1年の半分以上を北極で過ご
されている山崎さんに、北極の民族、文化、自
然、犬ぞりの活動などについてお話しいただき
ます。 ギャラリー展示「極北のエスキモー民族
と自然展inパレア若狭」にあわせて、ギャラ
リーでの開催です。実際に北極で使われてい
る民具や写真を間近に見ながら、ふしぎな北
極の世界に飛び込んでみませんか？ 

■幼少期を若狭地方で過ごした日本で唯一の犬ぞり
北極探検家・山崎哲秀さんによる「極北のエスキモー
民族と自然展inパレア若狭」を開催します。
今回の展示では、実際にエスキモー民族が使用して
いる北極熊の毛皮の防寒着や生活用具、写真ではグ
リーンランドの美しい自然や犬ぞり探検活動の様子
を紹介します。北極熊の毛皮の防寒着は実際に触っ
て温かさを実感できます。
北極の先住民であるエスキモー民族の伝統文化を
知っていただき、更には地球温暖化による環境問題に
ついても考えてみませんか。

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

展示期間／

時間／9：00～20：00 ※入場無料
7月16日(土)～31日(日) ※火曜休館

夜の図書館
「ふしぎな北極
～犬ぞり探検家が見た世界～」

パレアサマースクール

※要申し込み
※保護者の方は参加できません。

■夏休み中の小学生に向けて、4つの講座を
開催します。 ぜひ、興味のある講座にご参加く
ださい! 
らくらく読書感想文教室
図書館司書が、本の読み方のコツや、書くと
きのポイントをアドバイス! 

時間／ 10：00～11：00
対象／ 3年生～ 
講師／若狭町立図書館司書 
場所／パレア若狭研修室 
定員／ 30名 
受講料／無料 
持ち物／読書感想文のテーマにしたい本
　　　　（本は図書館でも準備します） 

7月23日（土）開催日／

楽しい陶芸教室
ねん土をこねて、お皿やお椀など自分だけの
オリジナル作品をつくろう! 

時間／ 13：30～15：30
対象／ 3年生～ 
講師／飛永なを氏（若州窯） 
場所／パレア若狭創作スタジオ 
定員／ 20名 
受講料／ 1,000円/人 

7月23日（土）開催日／

ロボットプログラミングに挑戦!
自分で組み立てたロボットをプログラミング
して、指示通りに動かしてみよう!

時間／ 13：00～15：00
対象／ 4年生～ 
講師／プログラミング教室アクロキッズ 
場所／パレア若狭研修室 
定員／ 5組（2人1組） 
受講料／ 500円／組 

7月24日（日）開催日／

北極ってどんなところ？
北極ってどこにあるの？どんなものを食べる
の？ふしぎな北極のことをたくさん知れるお話
会です! 

時間／ 15：30～16：30
対象／ 1年生～ 
講師／山崎哲秀氏（犬ぞり北極探検家） 
場所／若狭町立図書館パレア館
定員／ 20名 
受講料／無料

7月24日（日）開催日／

参加者を募集

パレア文化課　Tel:0770-62-2508

文化芸能・歌・演奏・ダンス・
劇などのステージ発表

11月6日（日）開催日／
時間／ 10：00～15：00（予定）
会場／パレア若狭 音楽ホール
出演料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）

11月4日（金）～11月6日（日）
開催日／

時間／ 9：00～17：00 
　　　※最終日は16時まで（予定）
場所／パレア若狭内
　　　（展示場所は後日連絡いたします）
出展料／文化協会会員以外は2,000円
　　　　（小中学生を除く）
応募締切／ 8月1日（月）

7広報わかさ　2022年 7月号


