若狭町

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・文化活動情報

tel. 0770-62-2508 fax. 0770-62-2577
E-mail parea@town.fukui-wakasa.lg.jp
URL: parea.town.fukui-wakasa.lg.jp

ピアノの名曲をあなたと

今月号の

〜今川裕代さんとともに創るコンサート〜

ひよこコンサート
4／25（土）11：00
■パレア若狭音楽ホール

伝統文化特別講演会
テーマ 樹をあるく旅

プログラム…専用チラシをご覧ください。

青潮文化論をもとめて

主催◉若狭町 後援◉福井新聞社

託児申込
チケット

※指定席

売中

学生＝500円

未就学児入場不可

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

若狭町一行詩コンクール作品集

楽衆玄達コンサート いつもおおきん
〜伝えたい、日本、福井そして
平成26年度版

若狭の音詩〜
■地元福井、若狭の歴史、伝統、文化そし
て日本海の豊かな自然を音楽で表現し
発表する音楽集団「楽衆玄達」。洋楽、邦
楽 、ジ ャ ン
ルを越えた
音楽がパレ
ア若狭に初
登場。
主催◉わくわーく文化振興協会
共催◉若狭町
開催日◉

3月1日（日）

開演時間◉15：00

開場◉14：30

会場◉パレア若狭音楽ホール
出演◉楽衆玄達
料金◉一般＝1,000円

好評

発売

中

学生＝500円

※全席自由

全国から集まった心のぬくもりが
作品集になります
■若狭町では、平成23年度から、若狭
町一行詩コンクールとして「人と人と
がつながる一行詩」「認知症一行詩」
の２部門により全国から一行詩作品の
募集を行っており、今回で４回目を迎
えました。
２つの部門で全国から2,541点の作
品が寄せられ、その中から94点の入賞
作品を掲載した作品集を発刊いたしま
す。

若狭町認知症一行詩コンクール
最優秀作品集 DVD

いつもおおきん
若狭町が平成18年度から実施してい
る認知症一行詩の過去の最優秀作品
（22作品）を集め、町内の美しい風景
写真などの映像つき作品集（DVD）を
作成いたしました。

価格◉1,000 円
（税別）

価格◉1,000 円
（税込）

販売場所◉パレア文化課

販売場所◉パレア文化課

好評発売中！

好評発売中！

※過去の第１回〜第３回の入賞作品集も
パレア文化課で販売しています！

お問合せ

チケット

お問合せ

わくわーく文化振興協会事務局
（パレア文化課内）Tel：0770-62-2508
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若狭のリトルピアニスト

料金◉一般＝1,500円
お問合せ

がく し げんたつ

出演◉今川裕代

2

わくわーく情報発信デスク●添付メール

3月14日（土）

評発
会場◉パレア若狭音楽ホール 好

2

3／8（日）13：30
■パレア若狭音楽ホール

協賛◉（公財）げんでんふれあい福井財団

開演時間◉18：00 開場◉17：30

掲載ページ

情報

上げてくださるのは一人ひとりのお客
様。
どうぞあたたかい気持ちで見守って
くださいませ！ 第２部は、名曲の旋律
にどっぷり浸かっていただけるプログラ
ムをご用意しましたので、ご期待くださ
い。夢あふれる私達のステージを、是非
お楽しみに！
！

■春を待ちわびる気持ちと３月公演へ
向けた気持ちとが日に日に高まってきて
います。今回の目玉は、何といっても第
１部に出演するリトルピアニストたちで
す。みんな素晴らしい才能の持ち主で、
すでに成功を確信しています。
でも、盛り

月号

平成27年

〒919-1541 福井県三方上中郡若狭町市場18-18 パレア若狭

若狭スペシャルプログラム

今川裕代さんからのメッセージ

2015

発行日＝ 2 0 1 5 . 2 . 2 0
発行＝若狭町
編集＝パレア文化課・歴史文化課

音楽ホール

開催日◉

3
No.94

若狭町パレア文化課 ( パレア若狭内）
Tel：0770-62-2508

ギャラリー

音楽ホール
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

創楽堂音楽教室

パレア若狭10周年

ひよこコンサート♪ ピアノ・エレクトーン
〜心地よい響きをお子さんと一緒に！〜 発表会
■子どもが小さいので一緒に楽しめる
コンサートがない・・・というみなさん！世
界で一番愛しいお子さんと一緒に楽し
いひとときをお過ごし下さい。
今回は朗読もあり、音楽とおはなしの
コンサートです。

■創楽堂音楽教室に通う生徒たちのピ
アノ・エレクトーンの発表会です。小さい
子から大人まで1年間のレッスンの成果
を発表します。ぜひ見に来てください。

豊永美恵

■道路施設のメンテナンスについて、橋
梁やトンネル等の定期点検を今後強力
に推進していくため、道路現状につい
て、パネルを用いて広く周知します。

主催◉（株）
創楽堂
開催日◉

窪田恵美

道路メンテナンス展

3月15日（日）

開演時間◉10：00（予定） 開場◉9：30（予定）
会場◉パレア若狭音楽ホール

大宅さおり

主催◉若狭町 後援◉福井新聞社
開催日◉

（株）創楽堂
Tel：0770-52-1313

4月25日（土）

開演時間◉11：00

開場◉10：30

00〜
木）9：
2/26（ 配付開始
会場◉パレア若狭音楽ホール 入場券

主催◉福井県道路メンテナンス会議
展示期間◉

3月16日（月）〜3月30日（月）

ピアノ発表会

時間◉9：00〜20：00

出演◉窪田恵美（フルート） 豊永美恵（ク
ラリネット） 鈴木啓哉（ホルン） 大宅さお
り
（ピアノ） 石田美代（朗読 若狭町井崎）

■教室に通う生徒たちが1年間の練習の
成果を発表します。ピアノ独奏・連弾な
どの演奏を是非お楽しみください。

休館日◉3/24

入場無料
（但し入場券が必要です）

主催◉ピアノ・リトミックスクール
ぐるーぷ
《アンダンテ》

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

開催日◉

※入場無料

宮川彬良＆アンサンブルベガ
■アキラさんがやってくる! Ｅテレ「クイ
ンテット」のアキラさんと番組の演奏を
担当した「アンサンブル・ベガ」がお届け
する、笑いあり
涙あり、帰り道
はみんなニッ
コリの エンタ
テ イ メ ント・
ショー！

お問合せ

みやがわ あきら

ピアノ・リトミックスクール ぐるーぷ《アンダンテ》
Tel：090-4326-1549（芝井）

福井県立美方高等学校
定期演奏会 2015
■いつも温かく支えてくださる地域の皆
様に感謝を込めて、誰もが楽しめる♪ス
テージをご用意しました。ぜひ、
ご来場く
ださい！

Ⓒおふぃすベガ

主催◉若狭町 後援◉福井新聞社
開催日◉

5月6日（水・休）

出演◉宮川彬良

アンサンブルベガ

料金◉一般＝3,000円
高校・大学生＝1,500円
中学生以下＝500円
※指定席

0〜
）9：0
3/7（土ト発売開始
チケッ

5歳以上入場可

主催◉美方高校吹奏楽部
開催日◉

3月29日
（日）

開演時間◉13：30（予定）開場◉13：00（予定）
会場◉パレア若狭音楽ホール

テーマ 樹をあるく旅

青潮文化論をもとめて
講師◉赤坂憲雄
（学習院大学教授・福島
県立博物館館長）
開催日◉

3月8日
（日）

開演時間◉13：30〜15：00
会場◉パレア若狭音楽ホール
※入場無料（但し入場券が必要）

配付中

入場券配付場所◉
入場券
パレア若狭チケットカウンター、若狭町
歴史文化館、若狭三方縄文博物館

【講師プロフィール】
民 俗 学 者 。1 9 9 9 年『 東 北 学 』を 創 刊 。
2007年『岡本太郎の見た日本』でドゥマ
ゴ文学賞受賞、2008年同書で芸術選奨
文部科学大臣賞受賞。2011年4月東日本
大震災復興構想会議委員。

※入場無料
美方高等高校
Tel：0770-45-0793

お問合せ

お問合せ

託児申込
チケット

お問合せ

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

伝統文化特別講演会

■若狭のニソの杜に触れながら、樹の信
仰の広がりについてお話をいただきま
す。

開演時間◉15：00 開場◉14：30
会場◉パレア若狭音楽ホール

若狭町建設課
Tel：0770-45-9150

3月22日
（日）

開演時間◉13：00 開場◉12：30
会場◉パレア若狭音楽ホール

パレア若狭10周年

※初日は13：00から、最終日は12：00まで
お問合せ

チケット

※自由席
お問合せ

2

※入場無料
お問合せ

鈴木啓哉

若狭町歴史文化課／歴史文化館
Tel：0770-62-2711

平成27年度

『年間陶芸講座』
受講生募集！
■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？初
心者大歓迎！少しでも興味のある方は
いつでも見学にお越しください。

手びねりコース
期間◉ 4ヶ月程度
（計12回）
場所◉パレア若狭創作スタジオ
開催日◉毎週月または水曜日
時間◉19：00〜21：00
講師◉亀井浩さん（若狭町熊川）
受講料◉6,000円
※別途

若狭町立図書館
パレア館
三

方

館

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:tosyo.town.fukui-wakasa.lg.jp

パレア館

三方館

新刊案内

新刊案内

銀幕の神々（山本甲士）

ご破算で願いましては（梶よう子）

文具会社の専務・
岩瀬修は63歳。中2で
任侠映画を初めて観
て、すぐに 高 倉 健 の
ファンになった。忘れ
得ぬ人たちと映画へ
の想いを綴ったノス
タルジックで ハ ート
ウォーミングな、任侠
版「ニュー・シネマ・パラダイス」。

なんでもかでも三
十八文！ 間口二間の
小さな 雑 貨 屋「みと
や」
。
しっかり者 の 看
板娘お瑛は、頼りない
兄 が 仕 入 れ て くる
品々にてんてこまい。
いわくありげな品々を
めぐる謎が、思わぬ人
間模様を浮かびあがらせ、いつしか亡き父
の秘密まで明らかに̶̶。

粘土代1㎏あたり1,000円等必要

定員◉若干名

書籍紹介

開催日◉毎週木または土曜日

なぜ妻は、夫のやることなすこと気に食わ
ないのか−エイリアン妻と共生するための
15の戦略（石蔵文信）

時間◉14：00〜16：00
講師◉清水康江さん（若狭町鳥浜）
受講料◉6,000円
※別途

粘土代1㎏あたり1,000円等必要

定員◉若干名

電動ろくろコース
期間◉ 4ヶ月程度
（計12回）
場所◉パレア若狭創作スタジオ

妻の性格は出会った
当初から全く変わってい
ない。男にとって女はエ
イリアンにも等しい異な
る存在なのである。夫婦
は 上 手くいく方 が 奇 跡
で、男女お互い様だ。600 人の夫婦問題を
解決した著者が、夫婦生活を少しでも賢明
に過ごすための「家庭内マネジメント」を
提言する。

書籍紹介
ちーちゃんはちょっと足りない
（阿部共実）
「この マンガ が すご
い！2015」オンナ編
１位を獲得。
あれも欲しい、
これ
も欲しい …。い つ も
何か物足りない気が
する中２女子、ちー
ちゃんとナツ。
少し不満で平凡な毎日は、あ
る事件をきっかけに揺らぎ始めて̶̶。

開催日◉毎週月曜日
時間◉19：00〜21：00
講師◉亀井浩さん（若狭町熊川）
受講料◉6,000円
※別途

粘土代1㎏あたり1,000円等必要

定員◉若干名

申込締切◉ 3月22日
（日）

ひろし

お問合せ

若狭町立図書館 パレア館
Tel：0770-62-2505

奇跡の職場（矢部輝夫）
世界中の大企業が注
目する新幹線の掃除会
社TESSEI。
「きつい・汚
い・危険」な「3K職場」お
掃除会社は、なぜ従業
員がやる気にあふれる
奇跡の職場、世界一の
お も て なし 集 団 に 変
わったのか？
お問合せ

お問合せ

その他◉詳細はお問合せください。

子どもに語るグリムの昔話

（グリム兄弟 訳 佐々梨代子 訳 野村泫）
単純素朴で、人生のさまざまな面を垣間
みせてくれる、グリムの
昔話。本来口承で伝わっ
てきたその魅力が充分
伝わるように、長年グリ
ム の 話 を 語って き た
佐々梨代子とドイツ文
学者野村泫の共訳。

若狭町立図書館 三方館
Tel：0770-45-9115

若狭町パレア文化課（パレア若狭内）
Tel：0770-62-2508

リハーサル室、創作スタジオ、 利用期間◉ 平成27年4月1日〜
平成28年3月31日
音楽スタジオの年間使用登録
申請期間◉ 平成27年2月23日〜
託児所をご用意いたします。 団体募集のお知らせ
年3月13日

■料金■町内の方：450 円／時間
町外の方：800 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■
宮川彬良＆アンサンブルベガ
………………………………… 4月22日(水）

打合せ会◉申込団体が多い場合、また
は希望する利用曜日・時間帯が重複し
た場合は、代表者による全体打合せ会
で調整します。
その他◉詳細は、お問合せください。
お問合せ

託児申込

お問合せ

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

■5人以上で構成する団体の方々が、
パレア若狭リハーサル室または、創作
スタジオ、音楽スタジオを利用する場
合、団体登録すれば、年間30,000円で
週3回を限度に1年間利用できます。合
唱・ダンス練習やカラオケ、陶芸など
定期的に使用したい方などはお得な料
金となりますので、ぜひ登録利用して
ください。

若狭町パレア文化課（パレア若狭内）
Tel：0770-62-2508
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2/14

2/14

2/27

伝統文化特別講演会 テーマ 樹をあるく旅 青潮文化論をもとめて
13：30〜 パレア若狭音楽ホール ☞ 2

創楽堂音楽教室 ピアノ・エレクトーン発表会

4

（予定）

道路メンテナンス展

福井県立美方高等学校 定期演奏会2015
13：30〜（予定）

今月の休館日

パレア若狭、町立図書館パレア館・三方館
３（火）１０（火）１７（火）２４（火）３１（火）

若狭町歴史文化館
２（月）９（月）１６（月）２３（月）３０（月）

若狭三方縄文博物館
２（月） ９（月） １６（月） ２３（月）

