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６月は「環境月間」です。環境に優しいこと、家庭から始めませんか？

郷土歴史資料館 だより
コラム

ぐみやまざき い せき

第 21 回 市指定文化財

茱山崎遺跡～春季企画展の展示より～
茱山崎遺跡は加越台地の中で、坂ノ下地区背後の丘陵地帯一帯

に分布していました。
「花乃杜ハイツ」を造成するときに、福井
県教育庁埋蔵文化財調査センターが平成５年度～８年度にかけて

調査を行いました。縄文時代～律令時代の遺構が確認され、中で
たて あな しき じゅう きょ あと

ほっ たて ばしら たて もの あと

「あわら市エコ市民会議」を知っていますか？

あわら市の文化財・史跡探訪

む そうしなののかみ が ぞう

武曽信濃守画像

「あわら市エコ市民会議」とは、あわら市の素晴らしい環境を次世代に引き継ぎ、
これからの環境を考えるため、３つのワーキングを中心に活動している団体です。

かつ あき

武曽信濃守勝融は、朝倉貞景、孝景、義景の三代に仕えた

戦国武将で、瓜生に館を構え、一向一揆の戦等に出陣し、戦
功をあげました。

武曽氏の祖は清和源氏で、その子孫は坪江上郷や長畝郷に

毎年環境展を開催し、１年の活動の成果をご覧いただき、「エコのわ」の広がりを目

ワーキング
所属会員募集中！
興味のあるワーキングに所属
し、一緒に活動しませんか？

指しています。

こんな活動をしています

イベント情報

も竪穴式 住 居跡が 50 棟以上、それに付随する掘立 柱 建物跡も

勢力をもった豪族でした。日源寺に伝わる系図によれば、源

認されました。

しました。

エコファミリープラン

エコな親子料理教室

と称しましたが、永仁２（1294）年日蓮

わが家わが社のエコ報告の募集▶

教室です。親子でエコを学びながら、

90 棟以上検出されるなど、県内屈指の規模の集落であったと確
ふいご

は ぐち

そして、この遺跡から、律令期のものとみられる鞴の羽口や鎌、
かんな

面白いものでは鉇が出土しています。市内には鉄そのものを作る
おお か じ

そこで作られた鉄を使用して、
「大鍛治」の遺跡が確認されており、
こ か じ

鉄製品を作る「小鍛治」が集落で行われていたことがうかがえま

す。こうした鉄器が人々の生活を支えていたことでしょう。

現在、郷土歴史資料館では、春季企画展として「古代鉄文化と

あわら」を開催しています。茱山崎遺跡
出土の鉄器や、市内の古墳の副葬品だっ

がでしょうか？

▲遺跡から出土した「羽口」
（企画展で展示中）

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日

日源寺は正応４（1291）年に日栄が開基し、
善應寺（禅応寺）

上人の高弟日像上人に従って、天台宗か

月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）

てい はつ

この画像は、武曽勝融が老後剃髪した

◀ゴーヤの種まき教室

縦 54 センチ、横 32 センチ、絹本着

七十七歳 南無妙法蓮華経
日

ワーキング

こども園での環境教育

▲武曽信濃守画像
（市指定文化財・絵画）

開館時間 9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ ☎ 73-5158

FAX

73-1038

maibun@city.awara.lg.jp

福井国体マスコット

カヌー
スプリント

ボール
バレー

平成 30 年福井国体

作曲家 堀田庸元さんが国体式典音楽を担当！

と き ７月 28 日（土）10 時～ 12 時 30 分
ところ 食育スタジオ（給食センター内）
定 員 10 組

エコツアー
私たちの暮らしに関わるリサイク

ルや資源について考えましょう。カ

ふるさと自然教室ワーキング

ニ殻の肥料を使用している越のル

ビー生産者のハウスでは、試食もできますよ。

あわらの自然発見ツアー▶

と き ８月７日（火）８時 45 分～ 12 時

北潟国有林の散策と、
サツマイモの苗植えと収穫

ところ レンゴー（株）金津工場、

麻王伝兵衛さん越のルビーハウス

紹介した活動は、ほんの一
部です。最新の活動報告や
イベント情報は、あわら市
エコ市民会議の Facebook
をご覧ください。

はぴりゅう

問合せ 国体推進課 ☎ 73-8033

定 員 20 人

問合せ あわら市エコ市民会議事務局（生活環境課内）

自衛隊と覚書を交換！
５月 30 日（水）に福井県庁で、あわら市と

雑がみのリサイクルについて

今回、総合開会式などで使われる行進曲やファン

んが担当されました。堀田さんは、これまでもあわら

や災害救助に関する任務のほか、今回のように

現在でも福井での活動を積極的に行っています。

業務を貢献活動としてご協力いただいています。

いる資源回収の際に、雑がみも一緒に出していただければ回収します。

か、
「ドラムマーチ」といった４曲の入場行進曲の作曲・

にも、国道８号線の災害救助で貢献いただいて

▼雑がみとは

んどを手掛けられました。

ります。

交換式を行いました。自衛隊には、通常の国防

市民憲章を作曲してくださるなど、東京に住んでいる

海や湖で開催される国体競技の負傷選手の救助

今回の国体では、オリジナル曲「高く大空へ」のほ

第 14 普通科連隊は、今年２月の大雪災害時

編曲やファンファーレなど、式典で使用する曲のほと

行進しやすい曲を」という思いで曲作りをされたとの
ことです。

行進曲の中には、堀田さんが編曲した「福井県ゆか

りの曲メドレー」などおなじみの曲もあります。ぜひ
総合開会式や閉会式に参加してお楽しみください。

おり、今年２回目のあわら市での貢献活動とな
◀佐々木康男市長（左）
と第 普通科連隊
梨木信吾隊長（右）

堀田さんは「大会に参加する選手一人一人が力強く

青空へ羽ばたいてほしいというメッセージを込めて、

FAX 73-1350
☎ 73-8018
seikatsu@city.awara.lg.jp

▲あわら市エコ市民
会議 Facebook

陸上自衛隊第 10 師団第 14 普通科連隊との覚書

ファーレの作曲・編曲は、あわら市出身の堀田庸元さ

7

七月

（花押）
」の賛があります。

ほり た よういち

作曲家。あわら市出身
４歳からピアノを始める
金津高等学校卒業
東京藝術大学大学院卒業

せんか？

色で画像の上に「永禄七年二月廿七日

あわら市出身

堀田庸元さんの
プロフィール

地球と家計に優しい料理に挑戦しま

グリーンカーテン

ゴルフ

がんばろう！

使い切り料理をメインにした料理

姿が描かれています。

国体
がやってくる！
国 体 がやってくる
！
さあ

ワーキング

エコに対する取り組みについて
見直しをするいい機会に！

ら日蓮宗に改宗し、日源寺と称しました。

八十二歳 武曽信濃源朝臣

た鉄器などを展示しています。それらか
ら古代の生活に思いをはせてみてはいか

義親の孫信政のときに武曽を名乗り、代々日源寺を菩提寺と

14

市では、燃やせるごみのさらなる減量化のため、平成 29 年度から

雑がみの集団回収を行っています。各地区や各学校 PTA で実施されて
詳しくは、市のホームページをご覧ください。

・紙箱類（金属、ビニールなどを外したもの）
・はがき、封筒、チラシ類（窓付き封筒は除く）
・包装紙、紙類、紙芯類（金属、ビニール部分を外したもの）
・ポスター、カレンダー類（金属部分を外したもの）
▼束ね方

清掃センターを
見学してみませんか！
清掃センターでは、福井市、あわら市、坂井市、永

平寺町から搬入されたごみの処理を行っています。家
庭から出たごみが処理される様子を直接見て、ごみに
ついて一緒に考えてみませんか？
と

き

６～３月の平日（１時間半程度）

ところ 清掃センター

（あわら市笹岡第 33 号３番地１）
☎ 74-1314

問合せ 清掃センター

・新聞や雑誌に挟み込む
・紙袋や封筒など紙製のものに入れる
・紙ひもで縛る
問合せ 生活環境課

生活Ｇ

☎ 73-8017
6

