創造文化。その芽生えにアクセスして、楽しもう。
若狭町文化的遺産・文化施設情報
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音楽ホール
忍たま乱太郎スペシャル

忍たま乱太郎＆
キッズコンサート

第5回歴史環境講座
■テーマ■歴史と環境
■講師■秋吉久美子氏（女優）
■開催日

3 月 13 日（土）

■時間■13：30〜
■会場■パレア若狭音楽ホール

■ＮＨＫ教育ＴＶでお馴染みの忍た
ま乱太郎。小さなお子さまがいらっしゃ
るご家族にオススメの公演です。
第1部は歌のおねえさんと一緒に、
歌・クイズなど楽しいことがいっぱいの
キッズコンサート。第2部は、笑いと歌と
踊りいっぱいの忍たま乱太郎キャラク
ターショーです。
子どもたちの笑顔でいっぱいの「忍
たま乱太郎＆キッズコンサート」をご家
族お揃いでお楽しみください。

■入場無料 ※要入場整理券
理券
【入場整理券配付場所】 入場整 中
配付
若狭三方縄文博物館
パレア若狭チケットカウンター
■主催■若狭町

協賛＝関西電力㈱

2010
平成22 年

月号

発行日 =2 0 1 0 . 2 . 2 3
発行 = 若狭町
編集 = 文化振興課・文化財室
〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場 18-18 パレア若狭
tel. 0770-62-2508 fax. 0770-62-2577
E-mail parea@town.fukui-wakasa.lg.jp
URL: parea.town.fukui-wakasa.lg.jp

イチオシ情報掲載ページ
ビッグバンド・フェスティバル
inわかさ

4／18（日）15：00■パレア若狭音楽ホール
◎県内を中心に活躍するジャズバン
ドが集結。チケット好評発売中！

2
2

年間陶芸講座 受講生募集！

4／12（月）〜■パレア若狭創作スタジオ
◎パレア若狭で楽しく陶芸を学び
ませんか。年間40回の講座です。
初心者大歓迎！

のまりんの紙芝居劇場

3／27（土）①10：00②14：00
■①三方公民館2F②パレア若狭研修室
◎紙芝居の名人 “のまりん” の紙芝
居劇場をお楽しみください。

3

NEXT近未来情報 開催決定
N響メンバーらによる

■主催■若狭町

後援＝福井新聞社

■出演■乱太郎 きり丸 しんベヱ
山田先生 ヘムヘム ほか
■開催日

3 月 7 日（日）

■開演時間■1回目/12：30 2回目/15：00
■開場＝1回目/12：00 2回目/14：30
■会場■パレア若狭音楽ホール
■料金■中学生以上＝1,500円
中
発売
小学生以下＝500円
好評

【プロフィール】
1974年、
「赤ちょうちん」
「妹」
「バージ
ンブルース」に出演。
アジア映画賞主演女優賞、ブルーリ
ボン賞主演女優賞、日本アカデミー賞
優秀主演女優賞、第5回、第14回の日
本映画評論家賞主演女優賞を2度受賞
など数多くの賞を受賞。
2009年、早稲田大学政治経済学術
院大学院公共経営研究科を卒業。
同10月、三重県尾鷲市で開催された
熊野古道国際交流シンポジウム尾鷲
2009では、パネリスト、ゲストスピー
カーとして自然文化遺産の将来を語っ
た。

パレア若狭
音楽ホールにて

6／5（土）

16：00〜

チケット発売4／3（土）〜

乞うご期待！

wakuwa--ku@message
3/3は「ひな祭り」
。もともとは、紙の人
形に自分のけがれを託し、川に流す「流
しびな」。それが、貴族の人形遊びと結び
つき、江戸時代に人形を飾るようになり、
女の子の成長と幸せを願う日になったそ
うです。
日本のさまざまな伝統文化を、楽しく豊
かな時間で過ごすためにも、その意味や
願いを知ることは大切なことです。ちなみ
に、ひな人形を “仕舞い遅れるとお嫁に行
き遅れる” と言われるのは、“片付けの出

※指定席、3歳未満無料
（但し座席が必要な場合は500円）

【チケット販売・お問合せ】
若狭町文化振興課（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2806（チケットカウンター）

金管楽器スペシャルブラス
コンサート＆クリニック

来ない子は、いいお嫁さんになれないよ”
という意味が込められているそうです。
【お問合せ】
若狭三方縄文博物館
Tel:0770-45-2270

日本の伝統文化「ひな祭り」で、ご家
族の良い思い出をお作りください。
わくわーく情報発信デスク●添付メール

〒919-1592 福井県三方上中郡若狭町市場20-17
パレア若狭 〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場18-18
Tel.0770-62-2508 Fax.0770-62-2577
E-mail:parea@town.fukui-wakasa.lg.jp
URL:parea.town.fukui-wakasa.lg.jp

音楽ホール

創楽堂音楽教室
ピアノ発表会

■創楽堂音楽教室の生徒によるピアノ
発表会です。1年間のレッスンの成果
を発表いたします。小さな子どもから
大人までの演奏をお楽しみください。

■主催■（株）創楽堂
■開催日

3 月 20 日（土）・27 日（土）

■開演時間■10：00 ■開場＝9：30
■会場■パレア若狭音楽ホール
■入場無料
【お問合せ】
（株）創楽堂 Tel:0770-52-1313

若草会・若鳥会
ピアノ発表会

2

■若草会・若鳥会ピアノ教室の生徒に
よる発表会です。クラシックからポピュ
ラーまで楽しく演奏します。
■主催■若草会
■開催日

■入場無料
【お問合せ】
若草会 Tel:090-2120-0380

第7回企画展

パレア若狭音楽ホール開館5周年

ビッグバンド・
フェスティバルinわかさ

あの頃の風景と暮らし
ふるさと

■福井県内を中心に活躍するジャズバ
ンドがパレア若狭に集結します。ジャ
ズファン必見のエキサイティングなス
テージに乞うご期待！

〜写真が語る故郷の変化〜

■現在、若狭町歴史文化館で開催中の
企画展では、これまで町民のみなさま
からお寄せいただいた明治から昭和40
年代の写真と町の広報写真の中から60
■主催■若狭町 後援＝福井新聞社
点を展示しています。
■出演■白井淳夫スヰンギンバンド（福
展示は、
「暮らし」、
「風景」、
「出来事」、
井市）福井ニューサウンズ（福井市）たけ
ふプティト・アンサンブル（越前市）フライ 「建物」の4つのテーマに分けてありま
デー・ナイト・ジャズ・オーケストラ（敦賀市） す。今回は、その中から「暮らし」に関
■開催日
する写真2点をご紹介させていただき
ます。
■開演時間■15：00 ■開場＝14：30
■会場■パレア若狭音楽ホール
【わら仕事】S28年 橋本治氏所蔵

4 月 18 日（日）

■料金■大人＝1,500円
学生＝500円

中

発売

好評

※指定席、未就学児入場不可

【チケット販売・お問合せ】
若狭町文化振興課（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2806（チケットカウンター）

3 月 28 日（日）

■開演時間■13：00 ■開場＝12：30
■会場■パレア若狭音楽ホール

Tel.0770-62-2711 Fax.0770-62-2728
E-mail:bunkazai@town.fukui-wakasa.lg.jp

ギャラリー
若狭ものづくり美学舎
作品展

農閑期を利用して、若者が納屋に集まり、自家
生産のわらで縄、俵などを作りました。

【石場つき】S30年代 井ノ口清隆氏所蔵

平成22年度
『年間陶芸講座』

受講生募集！

石場つきは、家を新築する際、柱の礎石を据え
るために行った作業です。

■パレア若狭の陶芸講座で、作る楽し
さ・使う楽しさを味わいませんか？

■開催日

4月12日〜平成23年3月23日

の毎週月又は水曜日（計40日間）
■時間■19：00 〜 21：00
■場所■パレア若狭創作スタジオ
■内容■「手びねりコース(月曜日)」
又は「電動ろくろコース(月又は水曜日)」
■講師■亀井浩さん（若狭町熊川）
■受講料■20,000円（一括払）
※別途 粘土代1,000円/㎏等必要
■定員■若干名
■申込締切■4月10日
（土）
■その他■詳細はお問合せください。
【申込・お問合せ】
若狭町文化振興課（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

■若狭ものづくり美学舎の生徒による
作品展です。大人から子どもまでのさま
ざまな作品をお楽しみください。
☆3月13日(土)17：30からは、作品展
オープニングパーティーも行います。お
気軽にご参加ください。
■展示期間

3月13日（土）〜3月28日（日）

■時間9：00〜20：00
■休館日 =3/16

3/21

3/22

3/23

【お問合せ】
若狭町文化振興課（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

古い写真は、当時の暮らしや風景が
わかるだけでなく、その時代に生きた
人々の気持ちや生き方までもが伝わっ
てきます。この企画展は3月31日まで開
催しておりますので、ぜひご家族お揃
いでお越しいただき、古き良き故郷を
若い世代に語り継いでいただきたいと
思います。

懐かしい写真募集中！
明治〜昭和40年代の町内の写真は、
今後も随時募集しています。みなさま
のご協力お願いいたします。
【お問合せ】
若狭町歴史文化館（文化財室内）
Tel:0770-62-2711

若狭町立図書館
パレア館

三

方

館

紙芝居の名人がやって来る！

のまりんの紙芝居劇場

Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578
E-mail:parea-tosyo@town.fukui-wakasa.lg.jp
〒919-1393 福井県三方上中郡若狭町中央1-2
Tel.0770-45-9115 Fax.0770-45-9116
URL:http://tosyo.town.fukui-wakasa.lg.jp

パレア館

三方館

新刊案内

新刊案内

①さよならドビュッシー（中山七里）
②博士の独り言（島津義広）
③カッコウの卵は誰のもの（東野圭吾）

①花世の立春（平岩弓枝）
②兇弾（逢坂 剛）
③夢ほりびと（池永 陽）

※下記解説

■紙芝居の名物おじさん
〝のまりん〟
こ
と野間成之氏が若狭町にやって来ま
す。
「のまりんの紙芝居劇場」として拍
子 木片 手 に 公 演 を 行っており、その
ユーモアあふれる語りから、国内はも
とより、外国からも毎年引っ張りだこの
人気です。
ひとたび紙芝居が始まると、登場人
物にあわせて、のまりんおじさんの声
が変化していき、笑い・怒り・悲しみ・戸
惑いなどを顔や全身でも表現します。
まるでお芝居を見ているかのようなそ
の世界は、子どもから大人まで誰もが
楽しむことができます。
なお、パレア会場での公演終了後に
は、紙芝居の演じ方のコツやこれまで
の体験談などを明かしていただけま
す。是非ご来場下さい。
【プロフィール】
の ましげゆき

野間成之 1940年 京都市生まれ
金沢子どもの本研究会会長、のま ひょうしぎの会
（紙芝居実演研究会）代表ほか。
金沢大学教育学部卒業後、金沢市内の小学校や
金沢大学教育学部付属養護学校にて奉職。2001
年3月に定年退職後、紙芝居文化の普及・紹介に
各地を飛び回っている。
■開催日

3 月27 日
（土）

■会場・時間■
三方公民館2F視聴覚室 10:00 〜 11:00
パレア若狭研修室 14:00 〜 15:00
※パレア若狭会場終了後、ミニ講習会あり
■入場無料

【お問合せ】
若狭町立図書館
三方館 Tel：0770-45-9115
パレア館 Tel：0770-62-2505

隠し事のある父は、
才能のある娘の幸せ
を 願ってい た。だ が
親子の愛情に揺さぶ
りがかけられるような
事件が起こる。才能と
親子の絆をめぐる感動長編。

※下記解説

印刷所に勤める佐
伯は、ある日突然リ
ストラされ家出をす
る。辿り着いたのは
崩壊寸前の洋館。そ
こには世間から見放
された人ばかりが暮
らし、なぜか庭で穴を掘り続けていた。

貸出ベスト3（12/17〜1/16） 貸出ベスト3（12/17〜1/16）
①廃墟に乞う
（佐々木 譲）
②鉄の骨（池井戸 潤）
③つくも神さん、お茶ください（畠中 恵）

①ロスト･トレイン（中村 弦）
②アバター（山田悠介）
げっとう や
③月桃夜（遠田潤子）

今月のオススメBOOK

今月のオススメBOOK

人間関係を円滑にする本

早春に

いまさら聞けない！大人の作法が
わかる本（知的生活追跡班 編）

（文：山本けんぞう 絵：いせひでこ）

知ってて当たり前、
でも案外知らないそ
んな作法やマナーを
解 説。職 場 か ら、プ
ライベートまで 人 間
関 係をよくするコツ
がつまっています。こ
の一冊でできる大人に変身。

品のいい人、
悪い人の振るまい方（柴田謙介）
とかく仕 草 やくせ
は、なかなか直らな
いもの。人と接 する
あらゆる場面を設定
し、それぞ れ にふさ
わしい品のいい振る
まい 方を紹 介。もう
ワンランク上にみせる方法も必見。

【お問合せ】
若狭町立図書館 パレア館
Tel：0770-62-2505

あの路
ある冬 の日の
物 語 の 絵 本。三
本足の犬と出会っ
た孤独な少年は、
大人になって回想する。
あのころ、あの路。やがて冬が終わ
るころ、少年が町を離れる最後の日、
去ってゆく車を追いかける三本足。三
本足の犬とさびしさをともにし、心をか
よわせた少年の日のひとすじの軌跡。

今森光彦フィールドノート 里山
（今森光彦）

ふるさとの滋賀県
の棚田にアトリエを
つくって定点観測し
た15年間の里山の写
真集。春風が吹きわたる植えたての田
んぼ。巡る棚田の四季とともに、土地
を守り続けて生きてきた人々。山、川、
森、野、ため池、あぜや土手にもすむ
生き物たち。自然の博物館。
【お問合せ】
若狭町立図書館 三方館
Tel：0770-45-9115
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2010
平成22 年
平成20 年

4

* 月
+ 火
, 水
- 木
. 金
/ 土
0 日
1 月
2 火
*) 水
** 木
*+ 金
*, 土
*- 日
*. 月
*/ 火
*0 水
*1 木
*2 金
+) 土
+* 日
++ 月
+, 火
+- 水
+. 木
+/ 金
+0 土
+1 日
+2 月
,) 火
,* 水

初日

若狭町文化的遺産・
・文化施設
文化施設
若狭町文化的遺産

イベントカレンダー

1/10（日）

初日

→p.1 p.2 p.3 は詳細掲載ページ

2/25（木）

私の、私への年賀状作品展2010

休館

パレア若狭ギャラリー■文化振興課＝0770-62-2508

第7回企画展 あの頃の風景と暮らし〜写真が語る故郷の変化〜
若狭町歴史文化館企画展示室

休館

→p.2

陶芸体験
10：00〜

陶芸体験
10：00〜

忍たま乱太郎＆キッズコンサート
パレア若狭音楽ホール →p.1

休館

①12：30〜 ②15：00〜

最終

パレア若狭、町立図書館パレア館・三方館は
2（火）
、9（火）
、16（火）
、21（日）〜23（火）
、30（火）
若狭町歴史文化館、
1（月）
、8（月）
、15（月）
、23（火）
、29（月）
若狭三方縄文博物館は、
1（月）
、8（月）
、15（月）
、23（火）
が休館日です。
※パレア若狭、町立図書館パレア館・三方館 の
21（日）
・22（月）の休館はメンテナンスによる休館です。

第5回歴史環境講座

13：00〜

陶芸体験
10：00〜

若狭ものづくり美学舎作品展

13：30〜
パレア若狭音楽ホール →p.1

陶芸体験

パレア若狭ギャラリー

→p.2

陶芸体験
10：00〜

陶芸体験
13：00〜

休館
休館

陶芸体験
10：00〜

創楽堂音楽教室ピアノ発表会
パレア若狭音楽ホール →p.2

陶芸体験

10：00〜

10：00〜

休館
休館
休館

休館

陶芸体験
10：00〜

創楽堂音楽教室ピアノ発表会
パレア若狭音楽ホール →p.2

若草会・若鳥会ピアノ発表会
パレア若狭音楽ホール →p.2

10：00〜

のまりんの紙芝居劇場
①三方公民館

13：00〜

休館

最終

陶芸体験

陶芸体験

①10：00〜 ②14：00〜
②パレア若狭研修室 →p.3

パレア若狭創作スタジオ
■料金=大人200円／小人100円／粘土代1,000円（1kg当たり）
■若狭町文化振興課=0770-62-2508 ※事前予約が必要です。

10：00〜

最終

陶芸体験
13：00〜

