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町総合運動公園
多目的広場 ※お問い合わせ先　町商工観光課(担当･伊達) ☎32－6705

入場無料

第 6 回

日時

会場

日(水)5 3 5月 日(月)～
午前10時～午後4時

(久々子)

　平成 22 年度の狂犬病の予防集合注射を次の
日程で行います。犬を飼っている方は、「狂犬病
の予防注射」と「飼い犬の登録」を最寄りの会場
で受けてください。なお、当日都合の悪い方は、
動物病院にて狂犬病予防注射を必ず受けてくだ
さい。
　飼い犬の登録をされていない方は、町住民安
全課に印鑑を持参し、飼い犬の登録をしてくだ
さい。登録は、一生涯に１度ですので、すでに
登録済みの方は予防注射のみ必ず受けてくださ
い。また、犬を飼わなくなった場合は、町住民
安全課へご連絡ください。

会　場 時　間

安江集会所   9:20 ～   9:30

新庄山村開発センター   9:40 ～   9:55

雲谷入口 10:00 ～ 10:05

上野生活改善センター 10:10 ～10:20

中央公民館 10:25 ～ 10:35

木野担い手センター 10:40 ～ 10:50

和田ふるさと交流センター 10:55 ～ 11:00

坂尻消防小屋前 11:10 ～ 11:20

佐柿国吉会館 11:25 ～ 11:30 

小倉集会所 11:35 ～ 11:40

金山生活改善センター 13:10 ～ 13:20

大薮生活改善センター 13:25 ～ 13:30

日向バス停 13:40 ～ 13:55

笹田入口 14:00 ～ 14:05

早瀬観光センター 14:10 ～ 14:25

久々子生活改善センター 14:35 ～ 14:50

美浜町体育センター 14:55 ～ 15:05

美浜町役場前 15:15 ～ 15:45

会　場 時　間

丹生ポート   9:20 ～   9:25

竹波バス停前   9:30 ～   9:35

菅浜せいきょう   9:45 ～ 10:05

北田集落センター 10:15 ～ 10:25

佐田公民館 10:35 ～ 10:55

太田生活改善センター 11:00 ～ 11:10

山上農村婦人の家 11:15 ～ 11:25

美浜町役場前 11:40 ～ 11:50

区　分 料　金

犬の登録手数料 3,000円

予防注射 2,300円

注射済票交付手数料 550円

合　　計 5,850円

区　分 料　金

予防注射 2,300円

注射済票交付手数料 550円

合　　計 2,850円

□ 5月12日（水）

□ 5月13日（木）

▼注射のみの場合

▼新規登録の場合

狂犬病予防注射の日程をお知らせします
平成22年度

※お問い合わせ先　
町住民安全課（担当・田村）☎ 32‐6703

内容
 魚つかみ取り体験、魚さばき教室、しじみ採り体験

 はたらくじどうしゃ展示会　等
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まちの話題をお知らせします。

↓山頂より土器投げを行う美浜町長 ( 写真中央 )

↓野原広子さん ( 右 )、三ッ石潤司さん ( 左、ピアノ伴奏）

方五湖春まつり
観光シーズン到来！！

　4 月 3 日に、梅丈岳山頂と若狭町観光船レイククルーズ
で、三方五湖春まつりが開催されました。
　美浜町長、若狭町長をはじめ両町観光関係者等が出席し
た式典では、山頂から 1 年の安全を祈願して土器投げが行
われました。
　また、式典後には、地元に伝わる民話「大名だぬき角兵ヱ」
の紙芝居が美浜 ･ 若狭両町の保育園へ贈呈されました。

三

↓国の伝統無形文化財に指定されている ｢ 王の舞 ｣

波西神社例祭

華麗に舞う｢王の舞｣

　4 月 8 日に、宇波西神社で春の例祭が行われ、豊年
豊作を祈願する王の舞がおごそかに奉納されました。
　今年の舞い役の受け持ちは金山地区で、同地区の
浅妻洋さんが、赤い装束に身を包み、鼻高の面をかぶ
り、笛や太鼓の音に合わせて、手に持った矛を天に何
度もかざしながら、勇壮に舞っていました。

宇

↑大名だぬき角兵ヱ像の前で行われた紙芝居贈呈式

原広子リサイタル
清らかな春の歌声

　4 月 17 日に、中央公民館で野原広子リサイタルが開

催されました。

　このリサイタルは、町内在住の声楽家、野原広子さん

によるもので、当日会場には 300 人を超える聴衆が集

まりました。

　野原さんは、三ッ石潤司さん ( 武蔵野音楽大学教授 )

のピアノ伴奏とともに、イタリア歌曲やオペラ ｢ 椿姫 ｣

等を歌いあげ、その澄んだ歌声で集まった聴衆を魅了し

ていました。

野

華麗に舞う「王の舞」
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↓決勝戦、若狭高校の攻撃（結果　敦賀気比 4 － 3 若狭高校）

　3 月 20 日から 22 日にかけて、第 5 回全国中学校
選抜ボート大会が県立久々子湖ボートコースで開催さ
れました。
　大会には、全国から 95 人がエントリーし、シング
ルスカルで 1,000m を競い合いました。
　大会 2 日目は、あいにくの悪天候で予定していた日
程が中止となり、予選タイムにより順位が決定しまし
た。最終日には天候が回復し、各校混合クルーでの交
流レースが行われ、選手同士の交流が深められました。
大会結果は、次のとおりです。( 敬称略 )

第 全国中学校選抜ボート大会

全国からライバルが集結！
↓力強く艇を漕ぎ進める選手たち

男　子　の　部 女　子　の　部

優 勝 兵庫県　神戸ボートクラブ　藤浪 隼人 ［4’01”29］ 福井県　美浜中学校　　　　武長 結奈 ［4’18”85］

2 位 福井県　美浜中学校　　　　武田 朋也 ［4’05”13］ 兵庫県　神戸ボートクラブ　川合 　瞳 ［4’30”44］

3 位 兵庫県　神戸ボートクラブ　古米 峻知 ［4’05”48］ 静岡県　佐鳴台中学校　　　青野 有希 ［4’32”60］

4 位 福井県　美浜中学校　　　　大久保和樹［4’07”99］ 兵庫県　神戸ボートクラブ　横田 晴佳 ［4’35”44］

5 位 富山県　楡原中学校　　　　藤谷 魁人 ［4’09”26］ 兵庫県　神戸ボートクラブ　有宗 幸穂 ［4’38”51］

6 位 千葉県　小見川中学校　　　篠塚 悠貴 ［4’10”95］ 滋賀県　瀬田中学校　　　　蜂谷 里佳 ［4’39”59］

7 位 福井県　美浜中学校　　　　志賀 　巧 ［4’12”58］ 静岡県　入野中学校　　　　小林 　恵 ［4’43”03］

8 位 山梨県　河口湖北中学校　　内田 達大 ［4’15”01］ 長野県　下諏訪中学校　　　高橋 沙恵 ［4’43”13］

9 位 静岡県　入野中学校　  　　 ヌネス エイノシン［4’15”45］ 茨城県　日の出中学校　　　今泉 友希 ［4’45”97］

10 位 千葉県　小見川中学校　　　印南 和季 ［4’15”69］ 静岡県　入野中学校　　　　矢田 　茜 ［4’47”54］

11 位 鳥取県　米子漕艇クラブ　   古田 直輝 ［4’16”60］ 岐阜県　川辺中学校　　　　篠田 結花 ［4’47”69］

12 位 石川県　丸内中学校　 　　　東　遼平 ［4’18”77］ 広島県　福山ＲＣ　　　　　片岡 旬奈 ［4’49”05］

5回

　4 月 2 日と 3 日の両日、町民広場野球場で、美浜 ･
若狭両町長杯争奪高校野球大会が開催されました。
　大会には、敦賀高校、若狭高校、敦賀工業高校、敦賀
気比高校及び美方高校の 5 校が参加し、2 日間にわたり
熱戦が繰り広げられました。
　決勝戦は、若狭高校と敦賀気比高校との戦いになり、
2 年連続で敦賀気比高校がこの大会を制しました。

第 両町長杯争奪高校野球大会

夏の甲子園に向けて

40回美浜･若狭

↓水田を飛び立つコウノトリ

ウノトリが飛来
兵庫県立コウノトリの郷公園から美浜へ

　3 月 21 日午後 3 時 15 分頃、佐田の水田に、国の特
別天然記念物であるコウノトリが 2 羽飛来しました。
　2 羽は、兵庫県豊岡市にある県立コウノトリの郷公園
が放鳥した個体から生まれた鳥で、そのうち 1 羽は 2
月 21 日に小浜市で確認された鳥とみられています。
　同公園によると、2 羽はともに 2009 年 4 月に生ま
た雌であり、たいていは一緒に行動しているとのことで
す。　
　写真は、佐田の山東均さんが提供してくださいました。

コ
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公民館情報 お問い合わせ先・中央公民館　℡32-1212

スポーツ情報 お問い合わせ先・生涯学習課　℡32-6709

平成22年度美浜町体育協会行事予定(前期)
　　　浜町体育協会では、今年度も町民相互の

　　　親睦および町内のスポーツレクリエー

ションの普及の場として、各種の大会を実施し

ます。

　今年も体協行事に参加して、みんなでいい汗

を流しましょう！！

美

□ 美浜町の 生 涯 学 習 について

一緒に美浜町の生涯学習活動を推進していきませんか？

　　　浜町には、生涯学習を推進していくため｢生涯学習のまちづくり推進委員会｣

　　　という町民主体の組織があります。

　この委員会では、次のようなことをに取り組んでいます。

美

期　日 内　　容

5月  9日 第22回美浜･五木ひろしマラソン

5月16日  第46回町民野球大会
　(予備日5月23日)

6月  5日  北地区体育祭

6月  6日  第23回町民ゲートボール大会
　(予備日6月20日)

6月16日～ 2010県民スポーツ祭

6月27日 第45回町民ソフトボール大会
　(予備日7月4日)

7月11日 第53回町民バレーボール大会

□ 生涯学習だより｢風の音色｣の
　 編集と発行

↑2月に各ご家庭へ配布しました

□ ｢まちづくり講座｣の開催

□ ｢わがまち自慢｣の開催

　昨年度町内にあるおじぞ

うさんの中から、特にいわ

れがある33体のおじぞうさ

んを中心に、｢みはまのおじ

ぞうさんマップ｣を作成しま

した。

　今年度は、このマップを

活用した教室を予定してい

ます。

□ ｢美浜学｣の開催

　美浜の隠れた良さを知ってもらい、美浜をもっと好

きになってもらうことを目的に、講座や講演会を行い

ます。(年1回開催)

　　他にもたくさんのことを計画しているのです

が、人手が不足しています。生涯学習に興味をお

持ちの方は、ぜひ中央公民館にご連絡ください。

　県内外のまちづくりの先

進地から講師を招き、講演

会を行います。(年1回開催)

　｢生涯学習｣として取り組んで

いる町内の団体等の活動をお知

らせしたり、あまり知られてい

ない美浜の魅力を紹介します。

↑｢越前大野もてなし隊｣隊長、一乗康純さんによる講演会(今年1月)
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図書館情報 お問い合わせ先・町立図書館　℡32-0083新着図書
●文 学

●社会･医療

書籍名 著者名

あすなろ三三七拍子 重松 清

銀河に口笛 朱川 湊人

コロヨシ！! 三崎 亜記

モラトリアムな季節 熊谷 達也

茜色の空 　井 喬

猿の詩集 上･下 丸山 健二

この世は二人組ではできあ
がらない 山崎 ナオコーラ

岸辺の旅 湯本 香樹実

シーツとシーツのあいだ 小手鞠 るい

志賀越みち 伊集院 静

愛しいひと 明野 照葉

リミット 五十嵐 貴久

神苦楽島 上･下 内田 康夫

虚国 香納 諒一

冥談 京極 夏彦

マドンナ･ヴェルデ 海堂 尊

ロスト･シンボル 上･下 ダン・ブラウン

波枕 おりょう秘抄 鳥越 碧

深重の橋 上･下 澤田 ふじ子

老兵の消燈ラッパ 佐藤 愛子

幸せ上手 渡辺 淳一

空気は読まない 鎌田 實

書籍名 著者名

死にゆく者の礼儀 遙 洋子

姑の言い分 嫁の言い分 今井 美沙子

胃手術後の100日レシピ 青木 照明

新着図書は、この他にも多数入荷し
ています。ぜひ、ご来館ください！

わたしの一冊

『であえてほんとうによかった』

宮西 達也　ポプラ社(2009年)

＊このコーナーは、絵本の紹介や家族でのご参加も大歓迎です。皆さんの
ご参加をお待ちしています！

宇都宮 征子さん(金山)　 の

「わたしの１冊」

皆さんの心に残った本やおすすめの本を紹介するコーナー

(№9)

●生活･食
書籍名 著者名

貧乏という生き方 川上 卓也

味憶めぐり 山本 一力

　　　　　　　　　我家の子供達は、シリーズ本が大好きです。

読んだ本の裏表紙をチェックして、シリーズ本が出ていないか確

かめます。また、新刊コーナーのチェックもおこたりません。

　そんな中で、12月に宮西達也さんのティラノサウルスシリー

ズ8冊目『であえてほんとうによかった』を読みました。このシ

リーズ１冊目の『おまえうまそうだな』ですっかり宮西さんの絵

本が好きになり、現在、中2の長女、小5の長男、そして、４才

の次女と読み聞かせの相手は変わりながらもずっと新刊が出るた

び読んでいます。このシリーズは大人が読んでも感動し、思わず

ほろりとくるシーンもあります。読み終わった後は、心がほんわ

か温まり、やさしい気持ちになる本です。

4月23日から5月12日は
　　　　｢こどもの読書週間｣です！

　こどもたちに｢もっと本や本を読む場所を｣との願いから、「こども

の読書週間」が設けられました。

　「こどもの読書週間」に、こどもたちと一緒に、「本の森」探検の

旅に出てみませんか？

　周りの大人が読書に親しむ姿を見て育ったこどもは、自然と本に親

しむようになると言われています。こどもたちと一緒に、本のページ

を繰る時間を持ち、新しい発見の喜びを共に感じてあげてください。

こどもたちが「本の森」を大好きになるための、大きな手助けとなる

ことでしょう。

　図書館では、｢こどもの読書週間｣スペシャルイベントとして、｢おは

なしのじかん｣の内容をパワーアップして皆さんのご来館をお待ちして

います!

●芸術
書籍名 著者名

魯山人の書 山田 和

藝、これ一生 桂 米朝

読み聞かせ歴12年の母


