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福井国体マスコット　はぴりゅう

さあ　がんばろう！　平成 30 年福井国体 問合せ　国体推進課　☎73-8033

国体がやってくる！国体 がやってくる！

金津本陣 IKOSSA に

歴史を学びにいこっさ！ 郷土歴史資料館 だより郷土歴史資料館 だより

　今年度第１回目のふるさと講座は、現在開催中の
企画展に関連して、伊井地区の遺跡の話をします。
数ある伊井地区の遺跡の中でも、伊井遺跡・清間遺
跡・南稲越遺跡を中心に遺跡の概要や出土遺物、そ
れらから分かる当時の伊井地区の様子を、当館館長
補佐・橋本幸久が説明します。
と　き　10 月１日（日）13 時 30 分～
ところ　金津本陣 IKOSSA ３階　研修室１
演　題　伊井地区の遺跡
講　師　橋本　幸久（当館館長補佐）
参加費　無料
定　員　30 人（事前申し込み不要）

　かつて、竹田川西側の自然
堤防沿いには東大寺領桑原荘
が広がっており、桑原地区は
中心地であったと考えられて
います。その桑原地区の字
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境の水田が発掘
された際、奈良時代の井戸跡

（深さ 2.6 メートル）から、この漆塗椀が出土しました。
口径 13.5 センチメートル、高さ 5.8 センチメートル、
用材は「とちの木」とみられます。生地の内外に黒漆を
かけ、朱でかたばみ形の文様が描かれています。

第１回ふるさと講座　開催！

福井しあわせ元気国体　プレ大会開催！

　７月 15 日（土）～ 17 日（月・祝）に、「福井し
あわせ元気国体」カヌースプリント競技、バレーボー
ル競技のプレ大会を開催しました。
　プレ大会は、競技会の運営能力の向上や国体開催
の機運醸成を図ることを目的として、国体開催まで
の間に、国体で使われる会場や施設を利用して行わ
れる大会です。
　中・高校生の部員の皆さんには競技補助員として、
市民の皆さんには無料ドリンクコーナーでのボラン
ティアスタッフとして活躍していただきました。

▲漆塗椀（市指定文化財・工芸）

▲伊井遺跡俯瞰（平成２年調査時）

第18回…市指定文化財（工芸）　漆塗椀
コラム　あわら市の文化財・史跡探訪

グラウンド・ゴルフ協会の
ボランティア登録をいただきました

　７月 31 日（月）、あわら市グラウンド・ゴル
フ協会（海老田州夫会長）が橋本市長を訪ね、
協会として国民体育大会にボランティア協力す
ることを伝えるとともに、176 人のボランティ
ア登録名簿の提出をいただきました。
　現在、ボランティア登録は、400 人近くとなっ
ており、グラウンド・ゴルフ協
会のように団体での登録もいた
だいています。

◆ 一般の部　チャンピオンズリーグ
優勝 駿河台 ObwithG 埼玉県
２位 みよしシーモンキ― 愛知県
３位 アキラ 100％とゆかいな仲間たち 埼玉県
頑張ったで賞 芦原フェニックスＢ あわら市

◆ 一般の部　チャレンジリーグ
優勝 金津高校Ａ あわら市
２位 あわランボーズ あわら市
３位 卍党 兵庫県
頑張ったで賞 BS ＆カルガモ隊 大阪府

◆ 一般の部　トライアルリーグ
優勝 １ Awara あわら市
２位 YPF ウーノ 坂井市
３位 どばさんず あわら市
頑張ったで賞 ツァー 東京都

◆ レディースリーグ
優勝 ミニオンズ 大阪府
２位 KSJ 兵庫県
３位 AAK チーム 坂井市

◆ 小学生の部　男子１部
優勝 この指とまれ☆ NAWMAN'S 長野県
２位 みよしジュニアカヌークラブＢ 愛知県
３位 みよしジュニアカヌークラブＡ 愛知県

◆ 小学生の部　男子２部
優勝 本荘小学校Ａ 本荘小
２位 伊井小パワフルズ 伊井小
３位 ザ・金小ゴットシャーク 金津小

◆ 小学生の部　女子１部
優勝 本荘 No1 ガールズ 本荘小
２位 北潟スマイルガールズ 北潟小
３位 AWARA ６ GIRLS 芦原小

◆ 小学生の部　女子２部
優勝 細呂木ガールズ 細呂木小
２位 金小モンスターガールズ 金津小
３位 本荘 リトル モンスター 本荘小

◆ 中学生の部
優勝 みよしサーカスマーメイド 愛知県
２位 みよしサーカスオンザウォーター 愛知県
３位 フレンドシップあわら 芦原中 ◆ ビギナーズマッチ　敢闘賞　

A リーグ ハミング★プラス あわら市
B リーグ かわうそ Jr． 埼玉県
C リーグ チームあゆっこ 滋賀県
D リーグ 体力向上委員会 東京都

８月 19 日（土）、20 日（日）
参加 ◆ 53 チーム　347 人

８月 18 日（金）　ジュニア大会
参加 ◆ 29 チーム　197 人

※ ８月 20 日（日）のみ

第28回
2017 Club Team Challenge

あわらカップ
カヌーポロ大会

結果

　８月 18 日（金）から 20 日（日）までの３日間、北潟湖カヌーポロ競技場で「第
28 回あわらカップカヌーポロ大会」が開催され、県内外から参加した 82 チー
ム約 540 人が湖上で熱戦を繰り広げました。
　なお、ジュニア大会は「平成 29 年度日本カヌーポロジュニア選手権大会」
も兼ねて行われました。
　さらに詳しい結果については、市のホームページをご覧ください。

問合せ　スポーツ課　☎ 73-8043

※ 日本選手権を兼ねています

※ 日本選手権を兼ねています

※ 日本選手権を兼ねています

▲昭和 52 年出土時の様子

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日　月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）
開館時間  9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ　☎ 73-5158　　  73-1038　　　maibun@city.awara.lg.jpFAX
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