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音楽ホール

ルビーセレクション
〜美しき音楽の彩り〜

音楽ホール

純名里沙with
オーケストラ・アンサンブル金沢

■越のルビーアーティスト※1によるクラシック
の名曲の数々をお届けします。

様々な組み合わせのアンサンブルで、楽器

や声の魅力を存分にお楽しみいただけるプロ
グラムです。

チケット購入者には、
「楽器のクリニック」※2

と、舞台での「歌手体験」の特典あり！

※1 … (公財)福井県文化振興事業団が運営する「越
のルビーアーティストバンク」に登録する福井県出身
もしくは在住のプロの演奏家
※2…要事前申込 受講料100円

平成31年2月23日
（土）

開催日／

開演／ 14：00

開場／ 13：30

）9：00
12/1（土 開始
売
チケット発

料金／一般 500円
高校生以下 100円
※指定席

未就学児入場不可

お

先行発売
）9：00
11/24（土
で
2 枚ま
様
人
一

※宝くじの助成金で実施します。

■宝塚出身で女優・歌手として幅広く
活躍する純名里沙と、設立３０周年を迎
えたオーケストラ・アンサンブル金沢が
華やかなミュージカルナンバーや映画音
楽をお届けします。抜群の歌唱力をも
つ純名里沙が、充実の弦楽アンサンブ
ルと共にお贈りする大人の時間。ぜひ
お楽しみください。
開催日／

12 月 2 日（日）

開演／ 14：00

主催／若狭町

開場／ 13：30

出演／純名里沙（ヴォーカル）
鈴木織衛（指揮）
オーケストラ・アンサンブル金沢
（弦楽合奏）

プログラム（予定）
ムーン・リバー
「マイ・フェア・レディ」より 踊り明かそう
テネシーワルツ すみれの花咲く頃 他

後援／福井新聞社

※指定席

未就学児入場不可

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
往信表

開催日／

12 月 22 日（土）

開演／ 13：30

開場／ 13：00

観覧申込み締切 /１１月２９日（木）必着
観覧ご希望の方は、右記の要領でお申込
みください。

※個人情報については、NHKからの受信料のお願い
に使用させていただくことがあります。
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ＮＨＫ福井放送局

主催／若狭町、NHK福井放送局、NHK厚生文化事業団

﹁めざせ！いきいき長寿﹂
係

■老いをいきいきと過ごすためのヒントなどを、
山田邦子さんと若狭町で元気に活躍しているみ
なさんからお話を伺います。また、ごぼう先生
の健康体操も実施します。

9 1 0 8680

返信表
62

往信裏
①郵便番号

①郵便番号

中田圭依（ソプラノ）

前川明音（クラリネット）

仲谷理沙（ピアノ）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）
福邦クラブ

麻倉未稀＆牧山純子
クリスマスコンサート

■歌手：麻倉未稀の歌声とJAZZヴァイオリニ

何も記入しないでください

ハートネットＴＶ
めざせ！いきいき長寿

返信裏

︵抽選結果を印刷します︶

ＮＨＫ放送番組公開収録

後援／若狭町社会福祉協議会

チケット
中！
好評発売

料金／一般 4,０００円
学生 2,０００円

木下園子（フルート）

②住所

②住所

③名前

③名前

④電話番号

NHK福井放送局
Tel:0776-28-8850
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2508

スト：牧山純子のストリングスが彩る優雅なひ

とときをお楽しみいただきます。
開催日／

12月9日
（日）

開演／ 15：00

開場／ 14：30

入場無料（要入場整理券）※福邦クラブ会員優先
※自由席
福邦クラブ事務局

Tel:0776-24-1022

ヤマハ
ジュニアピアノコンクール

■中学生以下のピアノを学ぶ方々を対象に、
学習と研鑚、ピアニスト育成の場としてコン

クールを開催します。
開催日／

12月16日
（日）

開演／ 10：00

開場／ 9：30

入場無料
創楽堂

Tel:0770-52-1313

地域づくり講演会
NHK
介護百人一首パネル展
■NHKハートプロジェクトの

一環として、介護に関わる
方々が日々の生活の中から

詠んだ短歌を全国から広く公募し、その中から

100首の作品をご紹介します。
展示期間／

12月19日
（水）
〜24日
（月・祝）

時間／ 9：00 〜 20：00（１９日は14：00から）
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

ミニクリスマス展

科学者たちの 福井県・若狭町共同開催
秘蔵コレクション展

トリエ若草物語）のミニクリスマス

展を開催します。１日限定でワークショップを実施

しますので、ぜひ体験してください。
展示期間／

11月30日
（金）
〜12月2日
（日）

開催日／

12月1日
（土）

時間／ 13：30〜

場所／パレア若狭ギャラリー
参加費／ 500円（30個限定）
対象／小学生高学年以上
玉井

Tel:0770-62-1867

て、どんな研究をしているのでしょう？本展示

講師／東京大学大学院法学政治学研究科教授
五百旗頭薫 氏

した年縞博物館には、どんな科学者たちがい
では、科学者たちの

入場無料

仕事道具や、彼らが

総合戦略課

収集した秘蔵のコレ

クションをご紹介し
ます。

展示期間／

12月3日
（月）
〜17日
（月）※火曜休館

時間／ 9：00 〜 20：00（最終日は15：00まで）
若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578

おはなしたまてばこ
開催日／

12月8日
（土）

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
入場無料

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

にじいろのおはなし会
開催日／

12月22日
（土）

てナチュラスなリースづくりをします。ヒバや

ユーカリなどの良い香りをお楽しみいただけま

す。作ったリースはゆっくりとドライになります

ので、長くお楽しみいただけます。クリスマス

に向けて、ぜひご参加下さい。
開催日／

12月9日
（日）

時間／ 10：00 〜 12：00
場所／パレア若狭

研修室A

講師／山本朋子氏（DFAダッチフラワー
アレンジメントディプロマ・インストラクター）
対象／一般（小学生以上）
受講料／大人 2,500円

子ども 1,500円

※親子で１つのリースをつくる場合は、親子 2,500円

締切／ 11月30日（金）
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

若狭三方縄文博物館
福井県年縞博物館

最初の福井人

−ヒトはいつどこで誕生し、どのような旅路を
経て、日本へ、福井へやってきたのか−
展示期間／

平成30年11月17日
（土）
〜平成31年1月20日
（日）

休館日は毎週火曜日・年末年始・燻蒸による臨時休館日
（12月10日〜14日 縄文博物館のみ）

開催場所／福井県年縞博物館 常設展示室内
若狭三方縄文博物館 特別展示室
第一部 福井への道のり
於：年縞博物館
第二部 福井への定着
於：縄文博物館
写真提供：みくに龍翔館
若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

全身の筋肉を使ったラジオ体操

場所／図書館リブラ館 こどもひろば

開催日／

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び

『パレ若塾』受講生募集！ 図書館からのオススメ本
■様々なグリーンや季節の実ものなどを使っ

Tel:0770-45-9112

時間／ 14：00 〜

入場無料

パレ若塾 クリスマスの
フレッシュリースづくり

場所／リブラ若狭（2階 講堂）
演題／若狭町の希望学 これまでの地域づくりと
これからの地域づくり

時間／ 11：00 〜
時間／ 9：00 〜 20：00（最終日は16：00まで） 場所／図書館パレア館 おはなしコーナー

ワークショップ『小さなお子様が
喜ぶ、布ボールづくり』

12月3日
（月）

時間／ 20：00 〜 21：00

■若狭三方縄文博物館と9 月15日にオープン

■初めて二つの教室（パッチワーク

チルトお針箱・パッチワーク教室ア

開催日／

12月20日
（木）

時間／ 10：00 〜 11：00（9：30〜受付）
場所／リブラ若狭（2階 講堂）
講師／小豆澤かおり 氏（NPO法人 全国ラジオ
体操連盟公認 1級ラジオ体操指導士）

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 テーマ／ラジオ体操の正しいやり方を
和人／著）
教えてもらおう！

（川上

一に体力二に体力、三、四が
なくて五に体力！出張先は火山
にジャングルに無人島！？知られ
ざる超アウトドア理系「鳥類学
者」の、抱腹絶倒かつ命がけの
日々を軽妙に綴った一冊。読み
ものとしても面白く、鳥類につ
いての「なるほど！」も満載です。

託児所をご利用ください！

料 金／町内の方：520円／時間
町外の方：870円／時間
対象者／ 1歳〜小学3年生まで
場 所／パレア若狭 和室
申込締切／
純名里沙withオーケストラ・アンサンブル金沢
………………………………11月18日
（日）
ルビーセレクションワンコイン・コンサートin若狭
………………………………… 2月9日
（土）
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

入場無料（予約不要）
若狭町役場 保健医療課

Tel:0770-62-2721

年間使用登録団体募集中！

受付〆切12月10日
（月）

「音楽スタジオ」
「創作スタジオ」
「リハーサル室」
標記パレア若狭内の趣味の部屋を、５人以上のサーク

ル・団体で、利用される場合、団体登録すれば、年間

30,000円で週２回を限度に１年間利用できます。合唱や

カラオケ、陶芸など定期的に使用する場合はたいへんお
得です。仲間と楽しく充実した時間を過ごしましょう！

利用期間／

2019年4月1日
（月）
〜2020年3月30日
（月）
※希望日時が重複する場合は、
代表者による全体打合せ会で調整します。
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508
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