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ホームページにも
写真が載って
いますので
ご覧ください♥

同時開催

初登場!!

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥＳ ＮＣＣＲ　２０１７滋賀ー敦賀

　粟野中学校の軽快なブラスバンド演奏がイべントホールに響

き渡り、親子のフェスティバルの開会となりました。

　イベントホールとその周辺だけで催し物を行う企画も３年目

を迎え、屋外エリアとイベントホールの近さがフェスティバルの

盛り上がりの一体感と安全配慮にもつながり、今年も多くの子

供たちの笑顔を見ることができました。

　ステージエリアでは、和太鼓演奏や敦パパ爆笑絵本ライブに

目を輝かせて見入る子供たちの姿があり、市民吹奏楽団の演奏

曲の中で福井しあわせ元気国体の「はぴねすダンス」の演奏が

始まると、ジェリービーンズの子供たちのパフォーマンスや「ツ

ヌガ君」「はぴりゅう」君といった人気キャラクターも加わり、会

場にいるみんなを巻き込んでの盛り上がりを見せてくれました。

屋外においても「まつかぜ」の体験航海、敦賀工業高校のミニ

鉄道や警察・消防車両、初登場のカニクレーンや高所作業車等

大型車両の搭乗体験も大人気でした。

　今年も参加団体の皆様のご協力のもと、家族のふれあいと子

供たちの笑顔に出会う事ができました。この場をお借りして深

く感謝申し上げます。また来年もたくさんの笑顔に会えること

を楽しみに、みんなで力を合わせ頑張っていきたいと思います

のでご支援よろしくお願いいたします。

親子のフェスティバル実行委員会 運営委員   玉井 悟子

フェラーリなどのスーパーカーと超レアなクラシックカー約50台がフェスティバル会場に集結!!

　新バージョン！
北陸新幹線
　　　　だよ！
o(≧▽≦)o

竹ブランコ
楽しいね！！
v(*^o^*)v

　ドキドキ！！
　わくわく♪
(∩o∩)

　カニさん
　　みたいで
おもしろい☆
＼（*^∇^*）／

うまくできる
 かな？
(ёё)

かっこいいー

大きくなったらボクも乗るぞ！！

(♡♡)



̶　4　̶

 平成29年6月27日 発行http://seisyounentsuruga.net第 号37

大会スローガン

《 絆と笑顔があふれるまち 敦賀 》

敦賀南小学校

敦賀南小学校

沓見小学校

松陵中学校

辻 　 悠 晶

三 輪 実 由

大和田 侑 駿

柳 下 美 月

小学校５学年の部

「妹が産まれて」

中学校１学年の部

「特別な時間」

小学校３学年の部

「わたしができる小さなこと」

小学校１学年の部

「おばあちゃんは、ヒーロー」

第　部2第　部2
平成２８年度「青少年からのメッセージ
　　　　青少年へのメッセージ」

　第１部では「地域の子は地域ですこやかに育てよ
う」のスローガンのもと、第 39 回青少年育成敦賀市
民大会の式典を挙行しました。
　渕上市長をはじめ、多くのご来賓をお迎えし、国
歌・敦賀市歌の斉唱から始まり、ご来賓の皆様からの
お祝いの言葉をいただきました。
　第１部の結びとし
て、環境浄化部副部
長の野瀬博経と参加
者全員でスローガン
を唱和し、青少年が
健全に育つ地域づく
りを、改めて誓い合
いました。

式 典第　部1第　部1
参加者 約600人

場所 プラザ萬象 大ホール
日時 6月10日（土）午前 9:30～12:30青少年育成

敦賀市民大会
青少年育成
敦賀市民大会
青少年育成
敦賀市民大会

　第２部では「青少年からのメッセージ・青少年への
メッセージ」への作文の部応募作品全 3,864 点の
中から、各学年の最優秀賞に選ばれた12 人のうち、
4 人の皆さんがステージ発表を行いました。
　親子や家族の絆をテーマに、学年の特色が表れた、
心温まる作品が紹介されました。会場の聴衆も小学
生の元気の良さと、中学生の力強さに聞き入りました。

衆議院議員
髙木　毅  様

敦賀市議会議長
原 幸雄  様

会長
籠　正義

環境浄化部 副部長
野瀬　博経

敦賀市長
渕上 隆信  様
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 ● テーマ ● 
《 絆と笑顔があふれるまち 敦賀 》

第　部3第　部3
吹奏楽演奏 松陵中学校吹奏楽部第　部4第　部4 環境浄化パレード

平成29年度

第 　 回39
青少年育成
敦賀市民大会
青少年育成
敦賀市民大会
青少年育成
敦賀市民大会

男女共同
参画
　　センター

敦賀駅前
合同庁舎

敦賀駅前通
郵便局

プラザ萬象プラザ萬象

8

パレードコース

　第３部では、松陵中学校吹奏楽部によるステージ
演奏を楽しみました。
　「学園天国」や「宇宙戦艦ヤマト」のテーマ曲など、
耳馴染みのある曲も演奏していただき、会場は和や
かな雰囲気に包まれました。演奏後には素晴らしい
演奏への感謝がこもった大きな拍手が続きました。

　第 4部では、「環境浄化パレード」が行われました。
このパレードは、子どもの心が健全に育つための社会
環境づくりを市民に訴えるため、創立時より行われて
います。
　当日は心配されていた雨も降らず、参加 48 団体が
それぞれの団体名を記したプラカードを手に、汗を
流しながらのパレードとなりました。

敦賀駅

松陵中学校吹奏楽部の皆さん、

ありがとうございました。

松陵中学校吹奏楽部の皆さん、

ありがとうございました。

松陵中学校吹奏楽部の皆さん、

ありがとうございました。
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お申込み先
お問合わせ

　昨年は、みんなで北陸電力㈱敦賀火力発電所に
おいて 24 時間体制で発電・管理をしているとこ
ろを見学し、電気をつくる規模や、原料となる石炭
の貯蔵など、見て回ることができました。
　天筒浄化センターでは “生活排水 ” が “ きれい
な水 ” に変わっていく様子を見て、私たちの生活
と環境が、たくさんの人たちによって守られてい
ることを実感しました。空気と水の大切さを感じ
る体験をしました。
　また、“ 手打ちそば ” をみんなで作って食べた
り、“おぼろ昆布 ”を削っておにぎりにして食べた
り、楽しい体験ばかりでした。
　今年は、新しい企画として『敦賀の工場』と『新
北陸トンネル』を見学に行きたいと考えています。
『新北陸トンネル』は、北陸新幹線が敦賀まで走っ
てくる為の新しいトンネルです。
　『ひまわり塾』に参加すれば、新しい友達を作る
こともできるし、みんなで楽しい体験と新しい知
識を得ることができるのでどんどん申し込んでく
ださい。参加申し込みは、各小学校です。希望す
る企画のみの参加も大丈夫です。

ひまわり塾ひまわり塾ひまわり塾
平成２９年度

どんなことをするの？どんなことをするの？今年
は

今年
は

つるが
つるが

対象学年
小学４・５・６年生

『昆布の手すき体験』

『敦賀の工場見学』

『そば打ち体験』

『新北陸トンネル工事現場見学』

7月29日（土）

8月24日（木）

9月23日（土 ㊗）

10月 22日（日）

９時30分 ～13時

９時30分 ～13時

９時30分 ～13時

９時 ～13時30分

場所

場所

場所

場所

西公民館

永大産業（株）敦賀建材工場

西公民館

葉原付近の
新北陸トンネル工事現場

推進員部  松 山 公 之

平成29年度の『ひまわり塾』を開講します。

新しい敦賀を
   

発見しよう! !

お問い合せは、各小学校または「青少年健全育成敦賀市民会議推進員部事務局（少年愛護センター内）」まで。
すべての企画・授業は青少年健全育成敦賀市民会議 推進員部員が安全を確保し、実施しています。

注）企画内容につきましては、変更となる場合もあります。

申し込み方法は … 各小学校にお申し込みください。
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