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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！

　あわら市には越前国で貴重な古代製鉄遺跡が見つかっ
ており、「金津」という名前もこの製鉄に関わりがある
と考えられています。そのような製鉄遺跡の一つ「細呂
木製鉄遺跡」が史跡として市指定文化財になりました。
これを記念して、市内の製鉄遺跡および古墳を中心とし
た遺跡から出土した鉄器を紹介し、この地域の鉄文化を
考えます。

と　き　６月５日（火）～９月２日（日）
９時 30 分～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）

ところ　郷土歴史資料館
企画展示ゾーン、イベント展示ゾーン、
特別展示室

入場料　無料

郷土歴史資料館 だより郷土歴史資料館 だより

　６月５日から始まる春季企画展の関連講演会を行います。
　古代において鉄は権力の象徴ともいわれ、所持するだけで
も大変なことでした。まして、その生産となると高度な技術
力が必要となるため、限られた場所でしか行えませんでした。
そのように貴重な古代製鉄はどのようにして行われたのか？
　長年にわたり北陸の古代製鉄を研究してきた、元富山県埋
蔵文化財センター所長の関清氏に、北陸の事例を中心にお話
しいただきます。

と　き　６月 17 日（日）13 時 30 分～
ところ　金津本陣 IKOSSA ３階

大ホール
演　題　北陸の製鉄について
講　師　関　清 氏（元富山県埋蔵

文化財センター所長）
参加費　無料
定　員　50 人（要申し込み）

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

春季企画展関連講演会
「北陸の製鉄について」開催！

▲古代製鉄炉のレプリカ
（資料館展示中）

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）

カヌースプリント競技監督にインタビュー

　あわら市で開催されるカヌースプリント競技の本
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監督（あわら市在住）に福
井国体への抱負を語ってもらいました。

福井国体への抱負
　平成27年４月に福井県に来ました。現在、金津高等学校で
カヌー部を指導しています。部のモットーは「素直に頑固に誠
実に」で、部員一人一人に合わせたきめ細かな指導を心がけて
います。
　福井国体では、私自身を含め、出場全種目の入賞を目指します。

プロフィール
平成元年生まれ。静岡県出身
愛知県の高等学校卒業
鹿児島県鹿屋体育大学大学院卒業
現・福井県立金津高等学校 カヌー部顧問
平成 25 年東京国体　200 ｍ：７位

500 ｍ：８位
平成 28 年岩手国体　200 ｍ：８位

平成 30 年度春季企画展
「古代鉄文化とあわら」開催

▲古代製鉄で使われた
「竪

たて
型
がた
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ろ

」の想像図

国体・障スポに向けて、花づくりを始めよう！

　県では、今年開催される「福井しあわせ元気国体・福井しあわせ元気大会」( 略称：国体・障スポ ) に向け、花いっ
ぱい運動を推進しています。

農地や農道沿いなどにコスモスを植えて
「花の風景」でおもてなし

・国体・障スポ会期（９月 29 日（土）～ 10 月 15 日（月））
に見頃を迎えるよう、６月～７月上旬までに種まきを
しましょう。

・コスモスは水はけのよい土地を好むので、田に植える
場合は排水溝を設けるなど排水対策に努めましょう。

・多面的機能支払交付金が活用できます。
・コスモスの種子は、お近くの JA でも注文販売して

います。

はぴねすフラワー・コンクール開催
申込み　【期限】７月 23 日（月）

詳しくは、県の森づくり課のホームペー
ジをご覧ください。

昨年最優秀賞
クリーン・エコ中浜

昨年優秀賞
まちづくり宮ノ下地区委員会

問合せ　福井県総合グリーンセンター　☎ 67-0002
福井県　森づくり課　☎ 20-0442
お近くの農林総合事務所（林業部、農村整備部）または嶺南振興局（林業水産部、農村整備部、二州農林部）

本間洋樹監督

福井国体への抱負
　平成 27年５月に福井県に来ました。現在、三国高等学校と
坂井高等学校の２年生女子３人の指導にあたっています。３
人とも、カヌーの本格的な練習は高校１年生の４月から始め、
高い目標を持ち日々のトレーニングと県外遠征に励んでいま
す。福井国体出場目指して、心身ともに強くなり、自信を持っ
て戦えるよう指導しています。また、私自身も選手としてカ
ヌーワイルドウォータースプリントで優勝を目指します。

プロフィール
昭和 63 年生まれ。福岡県出身
福岡県の高等学校、短期大学卒業
現・福井県スポーツ協会所属
平成 26 年長崎国体　
ワイルドウォータースプリント：６位、1500 ｍ：８位
平成 29 年ジャパンカップランキング２位
世界選手権出場

江田純子監督

第 50 回 全国競技かるた女流選手権大会
あわらで開催決定！

　名人・クイーン位戦、全日本選手権、全国選抜大会と並ぶ競技かるたの４大タイトル戦として知られて
いる女流選手権大会を、昨年に引き続き今年もあわらで開催します！競技かるた界トップクラスの女流選
手があわら温泉に一堂に会し、全員和装で華やかに熾

し
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な競技を繰り広げます。ぜひご観覧ください！
と　き　６月 10 日（日）９時 20 分～ 19 時（予定）
ところ　清風荘７階　紫宝
主　催　一般社団法人全日本かるた協会
共　催　福井県、あわら市
問合せ　観光商工課　☎ 73-8029

　この大会は競技会場で観戦できるほか、清風荘７
階のコンベンションホール紫雲殿で、解説付き生中
継を行います。
　また、この大会の様子をニコニコ生放送で全国に
配信します！詳しくはちはやふる week 公式ホーム
ページをご覧ください。
http://www.chihaya-awara.com/
ニコニコ生放送のかるたチャンネルはこちら↓
http://ch.nicovideo.jp/kyogi-karuta
※ ニコニコ生放送の視聴には無料の会員登録が必要です。

ちはやふる week in あわら 2018

昨年の女流選手権で優勝を勝ち取っ
た山下恵令選手は、勢いそのままに
第 62 期クイーンになりました !!

ちはやふる week in あわら事業への
協賛企業を募集しています！
● 女流選手権大会への協賛商品の提供
　全国からかるた選手が集まる女流選手権大会で自社製品の PR をしま
せんか？貴社の商品の魅力を他県の人に PR するチャンスです！
例　特産物や民芸品、野菜などを優勝者副賞として提供

自社お菓子を参加選手全員に参加賞として配布
※ 提供商品は昨年度約７万人が見ているニコニコ生放送でも紹介します。

● まちあるきパンフレットへの広告協賛
　女流選手権大会に併せて発刊予定のちはやふるまちあるきパンフ
レット（１万部発行予定）に広告を掲載します。
協賛金　一口１万円～
問合せ　観光商工課　☎ 73-8029

「ちはやふる」でおなじみのスノー丸も登場するかも !?

映画「ちはやふる－結び－」
でも、試合の様子をニコニ
コ生放送で中継している様
子が出てきました！
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