
金津本陣 IK
OSSA 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

　本陣飾り物は、毎年７月に行われる金津祭の時に飾られ、
山車が巡航する 18地区で作成されています。
　当館では、金津祭の終了後、その年の作品を本陣飾り物
ギャラリーで展示していて、本年度は、市長賞を受賞した
十日区「極楽鳥　絵馬」をはじめ、市観光協会長賞の稲荷
山区「猪」、東区「はやぶさ２」を展示しています。また、
昨年度の作品である下八日区「不死鳥」、旭区「あさひの龍」
も引き続き展示を行っています。
　どのような材料で作られているか、他作品と見比べてみ
てはいかがですか。本陣飾り物をより楽しみながら見るこ
とができますよ。

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

本年度の本陣飾り物を展示しています！

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）

　縄文時代のあわら市はどのようなところだったの
か？「桑野遺跡から見た縄文世界」をテーマに、海
外や県内外の研究者によるフォーラムを行います。
地域の縄文時代の様子を知る、またとない機会です
ので、ふるってご参加ください。
と　き　10 月６日（日）10 時～ 16 時
ところ　金津本陣 IKOSSA ３階　大ホール
内　容　フォーラム特別講演「東北アジアから

見た桑野遺跡出土の玉
ぎょくけつ

玦」（香港中文大
学中国考古芸術研究センター教授　鄧

たん
 

聰
ちゃん

 氏）他、７本の報告
参加費　無料
定　員　80 人（要申し込み）
申込み　９月 14 日（土）

受け付け開始

　秋季企画展関連フォーラム
「桑野遺跡から見た縄文世界」開催！

▲桑野遺跡遠景
（平成４年）

▲稲荷山区「猪」
（市観光協会長賞）

▲十日区「極楽鳥　絵馬」
（市長賞）

▲東区「はやぶさ２」

人と人
、人と文化、人と時

と き
間を大人時間でゆったり過

ごす　

2019

開催期間
10月12日（土）～11月２日（土）
予約受け付け開始
９月 20 日（金）９時～
申込み　各プログラム
問合せ　うららん実行委員会

（あわら市観光協会内）
☎ 78-6767

まずは、パンフレットを入手！
　プログラムは完全予約制です。各プログラムの申し込み先に電話またはメールでお申し込みください。
　各プログラムの詳細は、うららんのパンフレット、ホームページ（http://www.uraran.fukui.jp/）または Facebook をご覧
ください。パンフレットはあわら市役所やおしえる座ぁなどに備え付けてあります。

今年は42のプログラムを用意！　プログラムの一部をご紹介します

　森を楽しみながら、里山の風景と自
然を、ガイドの歴史語りとともに歩い
てみませんか ! その後は、おいしい昼
食と入浴で疲れを癒してください。

カラダでわかる里山パワー
森の力がこころと身体を癒す

　吉崎のお寺と記念館、吉崎の御山を、
地元住民が案内する散策や報恩講料理
の昼食、北潟湖の魅力に触れながら吉
崎の御山を眺める水上散策が楽しめる
イベントです。

お寺参りと報恩講料理、水上散策を楽しむまち歩き
蓮如さんと吉崎めぐり

古 古

　ミルクは、さまざまなシーンで活躍
しています。バター作りを通し、牛乳
の大切さを感じてみませんか。自分で
作ったバターはひと味違います！

これであなたもミルク博士 !
バター作りで学ぶミルクの不思議

　酵素飲料と粉末酵素を使って、とて
も簡単にできる料理を楽しく学びま
す。先生がお話ししながら料理し、で
きたものをみんなで食べるというスタ
イルです。

腸も変われば、脳もお肌も変わる !!
体が喜ぶ　酵素ランチ会

食 食

　タイ式ヨガ（健康法）は、独自の深
い呼吸と優しいポーズにより体を整
え、不調を改善させるといわれていま
す。体験後は、体に優しいお弁当を食
べましょう。

５分で効く ! 効く !
ルーシーダットンをやってみよう

　マットのヨガが苦手、膝・腰が不安
な人でも無理なくできるレッスンで
す。ゆっくりと呼吸し、気持ち良く体
を伸ばして、心と体を「しあわせ」に
しましょう !

呼吸を深めて、体と心をリラックスさせましょう
ハッピースマイル ヨガ

美 美

　毎年開催される「あわら灯源郷」の
竹あかりを作り、あなた自身の手でま
ちを演出してみませんか。竹筒に自由
に穴を開けるだけで完成します。

温泉街を優しい光で包みこもう
竹あかりで光アート体験

　波松海岸で採れた流木や貝殻などを
使った流木あーとや、レジンアクセサ
リー作りを行います。その後は、なみ
まち CAFE 特製ミニハロハロを提供
します！

心と体が喜ぶ、ふわっと軽くなる１日を
休校舎のカフェでビーチクラフト

創 創

　今年も、あわら湯けむり映画祭の前
夜祭を開催します。県内外の自主制作
映画監督の制作秘話を聞くことがで
き、上映作品を誰よりも早く鑑賞でき
ます。

映画好きの人集まれ！
あわら湯けむり映画祭 PRESENTS!

　初めてでも演奏ができる、金津祭の
前日祭で弾く短い曲にチャレンジしま
す。演奏者としてお祭りに参加して一
緒に盛り上がりましょう。

祭りに三味線で参加しませんか？
三味線体験

愉 愉

古 古

食 食

美 美

創 創

愉 愉

第 30 回 あわらカップカヌーポロ大会 結果
～ 2019 Club Team Challenge～

　８月 23 日（金）から 25 日（日）までの３日間、北潟湖カヌーポロ競技場で「第 30 回あわらカップカヌーポロ大会」が開催され、
県内外、海外から参加した 85 チーム 713 人が湖上で熱戦を繰り広げました。
　なお、ジュニア大会は「令和元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

◆ 一般の部　チャンピオンズリーグ
優勝 コグッす駿大 埼玉県
２位 芦原フェニックス あわら市
３位 福井大学Ａ 福井県
頑張ったで賞 みよしボターズ 愛知県

◆ 一般の部　チャレンジリーグ
優勝 ぬまオルカ 東京都
２位 卍党 兵庫県
３位 CTU ＊ KaiKai 台湾
頑張ったで賞 金津高校Ａ あわら市

８月 24 日（土）、25 日（日）
参加 ◆ 55 チーム　448 人

８月 23 日（金）　ジュニア大会
参加 ◆ 30 チーム　265 人

◆ 小学生の部　男子１部
優勝 みよしジュニアカヌークラブ男子 愛知県
２位 北潟ブラックタイガーズ 北潟小
３位 あわらボーイズ 芦原小

◆ 小学生の部　男子２部
優勝 金津 KPC 金津小
２位 ビクトリーＫ 金津小
３位 伊井っ子エイト 伊井小

◆ 小学生の部　女子１部
優勝 みよしジュニアカヌークラブ女子 愛知県
２位 北潟６年女子 北潟小
３位 AWARA DREAM 芦原小

◆ 小学生の部　女子２部
優勝 レインボーＫ 金津小
２位 スーパーミラクル本荘７ 本荘小
３位 本荘さいきょうガール 本荘小

※ 日本選手権を兼ねる

※ 日本選手権を兼ねる

◆ 中学生の部
優勝 みよしサーカスマーメイドＡ 愛知県
２位 芦原 CPA 芦原中
３位 みよしサーカスマーメイドＢ 愛知県

◆ 一般の部　トライアルリーグ
優勝 カニカニ団 岐阜県
２位 どばさんず あわら市
３位 CPC かわうそ 埼玉県
頑張ったで賞 チーム JOY 滋賀県

◆ レディースリーグ
優勝 あいちマーメイド 大阪府
２位 パンケーキたべたい 兵庫県
３位 きゅうり娘 兵庫県
頑張ったで賞 金津高校女子Ａ あわら市

◆ ビギナーズマッチ  敢闘賞
チーム吉村 あわら市
ぽたぽた焼き あわら市
かわうそ団 埼玉県・兵庫県

※ 日本選手権を兼ねる

※ 25 日（日）のみ
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