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金津まつり　本陣飾り物コンクール

７月19日から21日までの３

日間、金津まつりが開催され

ました。

旧金津18地区に展示された

「本陣飾り物」をご紹介します。

市商工会が主催した本陣飾

り物コンクールでは、最優秀

の市長賞に六日区のĀ親子河童
か っ ぱ

の絆
きずな

āが選ばれました。六日区

は、４年連続の市長賞受賞と

なりました。

本陣飾り物の歴史は古く、金津が北国街道の宿場町として

栄えた江戸時代にさかのぼります。

参勤交代の際、宿所となる本陣に野菜や陶磁器、漆器類な

ど日用品を使って飾り物を作り、殿様や役人たちの労をねぎ

らったのが始まりといわれています。

昭和の中ごろからは、商工会が中心となり本陣飾り物コン

クールを実施。今年も18地区の区民が見事な飾り物を製作し、

各本陣に飾って出来栄えを競い合いました。
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市長賞　「親子河童
か っ ぱ

の絆
きずな

」 六日区

市議会議長賞「鶴の舞」稲荷山区

県観光連盟会長賞「天獅子」天王区

市商工会長賞「福を呼ぶ子（ねずみ）」 上八日区

県商工連合会長賞 「鯉の滝登り」榛ノ木原区

「心甘泉
しんかんせん

長湯でパワーアップ」 東区「アイリスブリッジ 煌
きらめき

」 春日区 「いやし（刈安山の水車を描く）」 新富区

「おしりかじり虫」 坂ノ下区 「オリンピック金　めで鯛」 下八日区

「寿」 新区 「中央区の大熊猫
パ ン ダ

」 中央区 「となりのトトロ」 十日区

「芦原チュウ金津チュウ仲良く入浴チュウ」 古区 Ā地球環境に優しい働きモノā  八日区 Āきぼう号ā  水口区

Ā洗龍（せんロン）ā  脇出区

「五輪マーク」 旭区

市観光協会賞

ＳＰＥＣ
ＩＡＬ

ＳＰＥＣ
ＩＡＬ
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金津創作の森情報発信ボックス
◆７月３日　J R芦原温泉駅

金津創作の森開館10周年を記念し、JR芦原温泉駅２階に入居作

家やイベントを紹介するĀ金津創作の森情報発信ボックスāが設置さ

れました。ボックス内の入居作家の作品は１カ月ごとに入れ替えら

れます。

音楽の夕べ２００８
◆７月５日　春日神社（本荘）

本荘地区ふるさとづくり実行委員会主催のコンサートが春日神社

境内で行われました。観客は、ヒノキの大木の下に設けられたステ

ージで繰り広げられるシンセサイザーと津軽三味線、和太鼓のコラ

ボレーションやヴィオリラによる演奏を楽しみました。

七夕送り火
◆７月７日　北潟湖畔公園

三国・芦原・金津青年会議所によるĀ七夕送り火āが行われまし

た。願い事が書き込まれた短冊や色とりどりに飾り付けられた

七夕飾りに、同会議所のメンバーがナイアガラ花火で点火。会

場を訪れた大勢の親子連れは、炎を見上げながらĀ願いが天まで

届きますように」と願っていました。

金津創作の森竹林整備
◆７月14日　金津創作の森

金津創作の森開館以来、未整備であった約５ｈ�の竹林を美し

く整備しようと、入居作家や地元住民らで結成したĀ竹取物語の

会āのメンバー約20人が、竹の伐採作業を行いました。会長の木

村肇次郎さんはĀ竹をアーチ状にして竹林の小みちを作ったり、

竹林に明かりをともしたい。将来は全国に誇れる七夕を企画し

たいāと、数々のアイディアを語ってくださいました。

第27回柳糸会
◆７月14日　セントピアあわら

芦原温泉芸妓協同組合の芸妓15人が、日ごろ磨きをかけてい

る芸の披露を行いました。きれいどころが、唄や三味線、笛、

太鼓などに合わせてあでやかにお座敷芸を披露すると、会場の

観客からは、大きな拍手が起こっていました。

産業団地安全祈願祭
◆７月16日　古屋石塚

古屋石塚テクノパーク造成工事の安全祈願祭を行いました。

市長をはじめ、地元住民、工事関係者ら約30人が参列して、来

年３月の完成に向け工事の無事を祈りました。
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幼児園・保育所(園)開放デー

まだ、幼児園・保育所（園）に入園していないお

友達、おうちの人と一緒にあわら市内の幼児園・保

育所（園）の様子を見たり、園児たちと遊んでみま

せんか？

９月　４日(木) 金津保育所

５日(金) 伊井保育所

８日(月) 金津東保育所

９日(火) 芦原南幼児園・白藤保育園

北潟幼児園・妙安寺保育園

１１日(木) 細呂木保育所

１９日(金) 善久寺保育園・芦原保育所

２５日(木) 芦原北幼児園

【開放デーについてのお願い】

開放時間は9:30から11:00までです。時間内で　

あれば出入り自由です。

申し込みは不要です。直接、幼児園・保育所

(園)へお越しください。

危険のないように、必ず親子で遊んでください。

子育て支援センターだより子育て支援センターだより

◆電話相談・育児相談 月〜金曜日　8：30〜17：00 ☎73-5540

◆みにルーム＆わいわいルーム開放 月〜金曜日　8：30〜17：00

◆お楽しみ会
と　き 8月27日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆育児教室「乳幼児教室」
と　き 9月３日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内 容 乳幼児の健康と発達について・育児相談

講 師 子育てマイスター　掘田　文子さん

◆絵本について
親子で絵本を楽しみましょう！

と　き ９月10日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内 容 絵本の楽しみ方について

講　師 子育てマイスター　冨田　登貴子さん

＜しつけについて＞

寝返りなど、動けるようになった赤ちゃんに教えてあげたいことは「危険」なことを避ける

ことです。もし、赤ちゃんが寝返りをうって危ない方へ行けば「そこは危ないよ！そっちはだ

めよ」ストーブの方へいけば「あ！そこはあちちよ！」「あ〜ママびっくりした！」などと伝え

ていますね。きっと皆さんも日常的にされていることと思います。しかし、これをĀ赤ちゃんは

まだ言葉が出ないからわからないわāと何も言わずに過ごしてしまうと、赤ちゃんは「してはい

けないこと」を学ぶ機会に出会えません。ママは驚いた、がっかりしたなどの意味を赤ちゃん

にわかる言葉やしぐさ、表情などにより全身で伝えていきましょう。ママの表情を見て「いい

のかな」「だめかな」という判断をしようとします。そういった経験を繰り返していくことで赤

ちゃんも体で覚えていくようになっていきます。

子

育て
ワン
ポイ
ントアドバイス



6

世界カヌーポロ選手権大会・

卓球全国大会出場選手激励会

７月15日、あわら市役所で世界カヌーポロ選手権大会と卓球全国大

会・東日本ブロック大会出場選手激励会が行われました。代表選手は

各大会出場への決意を力強く述べていました。

★金津卓球スポーツ少年団

（個人戦）７月25日から神戸市のグリーンアリーナ神戸で開かれた

全日本卓球選手権大会にホープス女子シングルス１人、

カブ男子シングルス１人が出場。

善戦しましたが、上位入賞は果たせませんでした。

（団体戦）８月９日から栃木県のフォレストアリーナで開かれた第

22回全国ホープス東日本ブロック卓球大会に出場。

★カヌーポロ日本代表

７月21日からカナダのエドモントンで開かれた第８回世界カヌー

ポロ選手権大会にあわら市からシニア２人、ＵĎ21に３人が出場。

結果は、シニアの部16位、ＵĎ21の部９位でした。

バリアフリー教室ｉ� 芦原温泉駅

７月17日、芦原温泉駅でバリアフリー教室が開催されました。

この教室は、高齢者や障害者などに対する介助などの体験を行うことを

通じてバリアフリーについての理解と、ボランティアに関する意識を高め

ることを目的に行われました。

芦原温泉女将の会や老人会からの参加者30人は、中央公民館でバリアフ

リーの基礎知識や車いすの操作技術などを習得した後、芦原温泉駅で高齢

者や障害者の疑似体験・サポート体験を行いました。

サポートのポイント！

❶ 高齢者や障害者がしたいことをサポートする。

❷ 親切にしすぎない。

❸ 高齢者や障害者と同じ目線で考える。
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ご紹介するのは、
最近入った本の一部です。

＜一般書　文学＞

●父でもなく、城山三郎でもなく（井上　紀子）

●我、言挙げず （宇江佐真理）

●曇天に窓があく （阿部　牧郎）

●特命 （麻生　　幾）

●地の日天の海　上・下 （内田　康夫）

●遠ざかる家 （片山　恭一）

●真夜中の運動会 （池永　　陽）

●マラリア （桂　　美人）

●草すべり （南木　佳士）

●フラワーズ （谷村　志穂）

●王妃マリー・アントワネット（藤本ひとみ）

●カイシャデイズ （山本　幸久）

●早刷り岩次郎 （山本　一力）

●こんなことでよろしいか（佐藤　愛子）

●風渡る （葉室　　麟）

＜一般書　その他＞

●冒険家 （三浦雄一郎）

●手紙でつむぐ親子のきずな（岡村　精二）

●ルポ“正社員”の若者たち（小林　美希）

●最強の老人介護 （三好　春樹）

●サブプライムを売った男の告白

（リチャード・ビトナー）

●面白いほどわかる！いまの中国（稲垣　　清）

●化学物質はなぜ嫌われるのか（佐藤健太郎）

●トコトンやさしいバイオエタノールの本

（坂西　欣也）

●ポージング・ダイエット（森　　弘子）

●カイくんの家族ではじめるエコ

（主婦と生活社）

●くいだおれ太郎のつぶやき。

（くいだおれ太郎）

●軋む社会 （本田　由紀）

●似たもの言葉のウソ！ホント？（梅津　正樹）

＜児童書＞

●環境問題を考える自由研究ガイド

（エコ実験研究会）

●大人になる前に身につけてほしいこと

（坂東眞理子）

●ほとばしる夏（ジェイン・レズリ・コンリー）

●ミヤマ物語　第１部（あさの　あつこ）

●じっちゃ先生とふたつの花（本田　有明）

●これ、ぼくの宝物です （山下　奈美）

●おおきくおおきくおおきくなると

（谷口　靖子・絵　佐藤ひとみ・文）

●クラウディアのいのり

（小林　豊・絵　村尾　靖子・文）

●まめうしくんとこんにちは（あきやまただし）

●おこだでませんように

（石井　聖岳・絵　くすのきしげのり・作）

●すっぽんぽん

（藤本ともひこ・絵　中川ひろたか・文）

●ぞうのホートンひとだすけ（ドクター・スース）

●は芦原図書館にあります。

●は金津図書館にあります。

●は両館にあります。

第24回福井県ふるさとづくり広報紙コンクール作品募集

(社)あすの福井県を創る協会では、ふるさとづくり広報紙作品を募

集しています。

■対 象 紙

・20年１月１日から20年８月31日までに発行したもの

・「県民指標」「ふるさと・地域づくり」「生涯学習」が掲載されて

いるもの

■種　　目

(1） 単位団体の部

集落、町内会または複数の集落などが発行する広報紙

（区、婦人会、青壮年団、子ども会、老人会など）

(2) 地区団体の部

地区（小学校区、地区公民館区またはこれらに準ずる区域）の　

団体が発行する広報紙（小中学校ＰＴＡなど）

(3) 広域団体の部

市を単位とする団体またはその連合体などが発行する広報紙

■提出期限 ８月29日(金)

作品10部（コピー可）と参加票を提出してください。

■提 出 先 文化学習課　☎73-8041

※ 実施要綱と参加票は、文化学習課、各公民館にありま

す。

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「 ごめんなさい　言える勇気と　素直な心 」

吉崎小６年（受賞時） 浪江　亜季子さん

「 自分の子　他人の子　どの子も同じ　宝物 」

細呂木小保護者　　　　池本　雅彦さん

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

福井ライフ・アカデミー大学開放講座共催

あわら市民大学講座
〜たくさんの人の、ご参加をお待ちしています。〜

「伝えたいこと、伝えられていますか？」

■と　き 9月４日(木) 19:30〜21:00

■ところ 中央公民館

■講　師 仁愛大学准教授　杉島 一郎 氏

■その他 講座終了後に閉講式を行います。

全５回受講の人には、閉校式で修了証を授与します。

■問合せ 文化学習課　☎73-8041

県花のまちづくりコンクール

あすの福井県を創る協会主催の「第１

回県花のまちづくりコンクール」が行わ

れ、光明区が団体の部で「あすの福井県

を創る協会長賞」を受賞しました。

区長の話ではĀ癒しの１コマづくりを

モットーに花壇整備を行ってきたが、区

発足25年目を迎える今年、このような賞

を受賞できて大変うれしいāとのことで

した。
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素材×ＡRＴー北陸の若手工芸家17人展ー

時代をつくる若き俊英たち
工芸品は実用品に芸術的な意匠を施すことで、機能性と

美術的に貴重な美しさが融合し、優れた価値を持つように

なります。

本展では、漆、ガラス、金工、陶磁器、木工、紙、テキ

スタイルなど、工芸における新しい芸術性の追求と将来の

担い手を目指す若手工芸家、北陸の工芸の新たな可能性を

紹介します。

■と　き　９月６日(土)〜10月５日(日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

■ところ　アートコアミュージアム-１、ギャラリー

■観覧料　一般300円（200円）、高校生以下無料

※（ ）内は20人以上の団体料金となります。

※作品の一部を販売します。

環境保護のため、創作の森内での

昆虫採集は固くお断りします。
お願い

森のワークショップ
会場/創作工房　参加費/1,000円

自分の居場所に旗を掲げて
カレーを食べよう！
■とき　８月24日(日) 10:00〜16:00

■定員　20人（先着順）

■対象　小学４〜６年生 ※子どものみの参加

■講師　豊嶋秀樹（アーティスト:
��	）

森の草で染めよう！
■とき　９月13日(土) 13:00〜16:30

■定員　15組（先着順）

■対象　親子 ※子どもは小学生

■講師　加藤すみ子

（染画家:創作の森入居作家）

●問合せ　財団事務局 ☎73-7800

ギャラリーの利用について
創作の森では、企画展やイベントでの利用

のない期間、エントランスからミュージアム

１につながる展示スペースをギャラリーとし

て無料でお貸ししています。

小さな展覧会に最適な場

です。作品の発表など、ぜ

ひご利用ください。

※　ただし、営利目的利用

の場合は有料となります。

●問合せ 財団事務局 ☎73-7800

創 作 の 森 通 信

展覧会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お知らせ

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第５回

Q.サンサン倶楽部（創作の森活動サポーター）に入会されたきっかけを教えてください。

A.もともと「創作の森」創世期の企画委員だったので、企画するだけではなくて、運営面などのお手伝いも

するべきだと考えてサンサン倶楽部に入会しました。オープニングの「グラスアートドキュメント’98」で

スタッフとして参加し、普段芸術などに縁のなかった自分が、物を創る人達や色々な芸術作品を見、触れた

ことで、新しい自分を発見できた想い出があります。それから10年。この「森」を訪れる人の新しい発見や

感動のお手伝いをちょっとでもできる事が、今の私の心にゆとりを与えてくれると感じています。

Q.10周年を迎え、これからの活動について教えてください。

A.創作の森のように、アートドキュメントのようなオリジナリティのある企画展やイベント、工房での体験

など、自然の中でこれだけ多くを楽しめる施設は近隣にもなかなかありません。ただの美術館ではない！と

いうことを、活動を通してＰＲできればと思います。

また、先月自分が事務局を務める「吉崎湖畔の夕べ・夏まつり」の企画で、入居作家の山野宏先生の作品

を蓮如上人記念館で展示させていただく事ができ「創作の森」のPRができた事とともに、作品の素晴しさを

訪れた人に理解していただいた事は、本当に良かったと感じています。もっともっと、県内外へアピールで

きるよう、微力ながら頑張って行きたいと考えています。

サンサン倶楽部
吉崎公民館長

山本　篤さん

金津創作の森財団事務局 〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19 TEL73-7800   ����://���.������.�/  ※ 月曜休館、祝日の場合は翌日

▲左上：小杉かん子 Ā金魚ā（陶磁器・富山）

左下：市橋人工　 ĀP��� ���
��ā（木工・福井）

右：中島俊市郎 Ā1	��ā (染織・石川）

参加者募集！
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

市長コラム

第14話「恋人たちの聖地」

夏、海の季節です。恋人たちの季節でもあ

るかもしれません。

浜坂の弁天島をご存知でしょうか。島とい

っても、実際は、北潟湖と大聖寺川が鹿島の

森で合流し、その先の日本海に流れ出るとこ

ろの浜坂側から突き出た岩場です。しかし、

今はそこに通じる道らしいものはありません。

この島には弁天様を祭る小さいホコラがあ

ります。その格子扉には、なぜか葦の葉がい

くつか結わえつけられています。

実は、このホコラに利き手と反対の手で葦

の葉を結わえてお祈りすると恋が実るという

話があるらしいのです。この逸話はかなりご

高齢の人も知っているとのことですから、今

ばやりのにわか仕立ての「聖地」ではないよ

うです。

ここから見る海に溶ける夕日は壮大で、と

てもロマンチックです。

道がないのにどうやって夕日を見に行った

かって？

それをお知りになりたいカップルは、お気

軽に市長室までどうぞ・・・。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

あなたの周りでは？〜その６〜

これまでは、身近なことをこのコーナーで取り上げてきましたが、世界

的にはどうでしょうか。歴史的に見ると、第二次世界大戦後、世界平和を

誓って国際連合（国連）が発足し、女性の地位向上や参政権などあらゆる

女性に対する差別をなくす活動を行う部署として、女性の地位委員会が設

けられました。この委員会は、昭和47年からは、女性差別撤廃条約（女

子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約）の制定を目指す活動

を展開し、昭和50年を「国際婦人年」として、メキシコで初めて世界女性会議を開催したのを皮

切りに、昭和60年にナイロビ、平成７年に北京で会議を開催してきました。この間には、いろい

ろな議論がありましたが、昭和54年に女性差別撤廃条約が国連で採択されています。

日本では戦後になって日本国憲法第14条で法の下の平等がうたわれ、女性の参政権が認められ

ました。昭和60年には、日本が女性差別撤廃条約を批准しています。（平成20年2月現在では、

185ケ国がこの条約の批准国となっています。）

しかし、国内においては、具体的な施策は長い間実施されず、平成11年になってようやく男女

共同参画基本法が制定されました。この法律に基づき、あわら市では、平成19年4月にあわら市男

女共同参画推進条例を施行しています。今後も、市においては、国際社会の取り組みと協調しなが

ら、男女共同参画を推進していかなければならないと考えています。

■問合せ 男女共同参画推進室　☎73-8003



〜会場へのご案内〜
◎無料バスの運行　当日は混雑が予想されますので、無料バス

をご利用ください。

あわら市役所旧芦原庁舎 16:20 17:30 18:30 19:30
あわら湯のまち駅 16:23 17:33 18:33 19:33
セントピアあわら 16:25 17:35 18:35 19:35
舟津温泉区民館前 16:27 17:37 18:37 19:37
二 面 バ ス 停 16:30 17:40 18:40 19:40
会場 (北潟湖畔荘前) 16:45 17:55 18:55 19:55
(帰　　　　　　 路)
会場(北潟湖畔荘前)発 18:05 19:05 20:05 21:15

J A 新 郷 支 店 16:20 18:00 19:30
下 番 区 民 館 16:26 18:06 19:36
中番コミュニティセンター 16:28 18:08 19:38
あわら市役所旧芦原庁舎 16:35 18:15 19:45
会場 (北潟湖畔荘前) 16:50 18:30 20:00
(帰　　　　　　 路)
会場(北潟湖畔荘前)発 18:40 20:10 21:15

あ わ ら 市 役 所 16:00 17:30 19:00

中 央 公 民 館 16:02 17:32 19:02

Ｊ Ｒ 芦 原 温 泉 駅 16:07 17:37 19:07

細 呂 木 公 民 館 16:22 17:42 19:22

細 呂 木 バ ス 停 16:27 17:47 19:27

会場 (北潟湖畔荘前) 16:50 18:20 19:50
(帰　　　　　　 路)
会場(北潟湖畔荘前)発 18:30 20:00 21:15

剱 岳 公 民 館 16:00 17:30 19:20
坪 江 公 民 館 16:10 17:40 19:30
伊 井 公 民 館 16:20 17:50 19:40
あ わ ら 市 役 所 16:30 18:00 19:50
会場 (北潟湖畔荘前) 16:50 18:20 20:10
(帰　　　　　　 路)
会場(北潟湖畔荘前)発 18:30 20:20 21:15

番 堂 野 口 バ ス 停 16:00 17:30 19:00
城 　 バ 　 ス 　 停 16:05 17:35 19:05
波 松 区 民 館 16:10 17:40 19:10
浜 坂 バ ス 停 16:20 17:50 19:20
吉 崎 汀 公 園 前 16:22 17:52 19:22
会場 (北潟湖畔荘前) 16:35 18:05 19:35
(帰　　　　　　 路)
会場(北潟湖畔荘前)発 18:20 19:50 21:15

波松・吉崎方面

剱岳・坪江・伊井方面

中央公民館・芦原温泉駅・細呂木方面

新郷・本荘方面

湯のまち方面

湖上花火 20:30〜21:00

満月の夜、湖面に映える迫力満点の水中花火など約2,500発！

あわら”あかりばやし”18:30〜21:00

あかりは心、ひとつひとつに思いを込めた約5,000個のあかり

観月うまいもん市 16:30〜

<出店団体>

北潟商店連盟・北潟漁業協同組合・富津甘藷生産組合・あわら市商

工会・あわら市連合婦人会・あわら市食生活改善推進員会

下番のびのびグループ・もちっこ会・波松なかよしグループ

剱岳そば会・高知県香美市

< 抹 茶 >

表 千 家 流（葦 の 会)
裏 千 家 流（志 朋 会)

< 煎 茶 >

文 房 流（晴心会金津支部)
◎茶券(300円)は前売り(中央・湯のまち公民館)

当日(野点茶会受付)でお求め下さい。

野 点 茶 会 17:30〜20:00

◎指定駐車場 北潟湖畔公園駐車場・北潟湖畔サイクリングパーク駐車場(北潟公民館側)・北潟湖畔多目的駐車場(アイリスブリッジ北側)をご利用ください。

あわら北潟湖畔観月の夕べ芸能祭(水上ステージ)

出演団体 内　　　　容 時　　間
金津高校吹奏楽部 歌謡曲、アニメソング　他 17:00〜17:30

植松達也 あわら恋唄、あわら湯の街夢の街 17:30〜17:40

市姫打楽(市姫太鼓保存会) 若葉太鼓、越前の響、一本打 17:40〜17:55

AIきっずくらぶ　ブラックエンジェルス チアリーディング　夢限大〜夢は大きく、絆は深く〜 17:55〜18:10

あしばら太鼓少年部　童響 あしばらオープニング太鼓、あしばら童の響 18:10〜18:25

主催者・来賓あいさつ 観月の夕べ実行委員会長・福井県知事・あわら市長 18:30〜19:00

芦原温泉芸妓協同組合 湯のまち風情漂う華麗な舞 19:05〜19:25

フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ「ロケラニ会」 南国の夜、エイ・ネイ、アロハ・オエ 19:25〜19:40

３Ｂ体操 ベルター「宇宙船」、ベル「アマランタイン」 19:40〜19:55

竹世志会　あわら教室 端唄「さわぎ」「七丁目」、長唄「外記猿」 他 19:55〜20:10

北潟民謡保存会 どっしゃどっしゃ踊り(福井県指定無形文化財) 20:10〜20:25

名月を愛でながら、一服のお茶と音楽、芸能、花火を愉しむ観月の夕べ
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●当日は公共交通機関をご利用ください。えちぜん鉄道あわら湯のまち駅・ＪＲ芦原温泉駅より無料シャトルバスが出ます。
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〜がん検診で早期発見・早期治療　肺がん〜

肺がんは、気管や気管支、肺胞の細胞が正常な機能を失って無秩序に増えることによって発生します。

また、肺がんはいろいろな臓器に遠隔転移しやすく、50歳代以降の男性に多いのが特徴で、女性のお

よそ３倍です。

現在、がんによる死亡原因は男性の１位が肺がん、２位は胃がんで、女性は１位が胃がん、２位が肺

がんです。しかし、近い将来肺がんによる死亡は男女とも１位になると予想されています。

肺がんは、最近の診断技術の向上により、早期に見つかるケースが増えています。定期検診などで早

期の段階で発見され、手術を受けた場合、５年生存率は90％以上と高くなっています。

がんが進行すれば、それだけ治療は難しくなるだけに、早期発見・早期治療が大切だといえます。

■申込み・問合せ 健康長寿課 健康増進Ｇ ☎73-8023

市民健診で受けられる肺がん検診の種類

Ｘ線検査

・肺野部（肺の深部）のがんを見つける検査です。

・肺野部のがんは自覚症状が少なく、比較的早い時期からレントゲン写真

に写りやすいという特徴があります。

・料金　69歳以下：200円　70歳以上：100円

喀
かく

たん検査

・肺門部（肺の入口付近）にできたがんをたんの細胞診で見つける検査です。

・肺門部のがんは喫煙者に多く、せきや血たんなどの自覚症状が出やすく、

レントゲン写真に写りにくいという特徴があります。

・肺がん検診日（もしくは健康長寿課窓口）に容器をお渡しします。

・料金　69歳以下：500円　70歳以上：200円

肺がん検診日程

実施日 検診場所 受付時間

８月22日(金) 伊井公民館　　　　 8:00〜10:00

８月25日(月) 中央公民館　　　　 8:00〜10:00

８月28日(木) 吉崎蓮如の里会館　 8:30〜10:00

９月 ７日(日) 中央公民館　　　　 8:00〜10:00

９月18日(木) 名泉郷会館　　　 13:00〜14:15

９月24日(水) 保健センター　　　 8:00〜10:00

10月 20日(月) 中央公民館　　　　 8:00〜10:00

11月 ５日(水) 波松集落センター 13:00〜14:15

11月 ９日(日) 保健センター　　　 8:00〜10:00

11月17日(月) 中央公民館　　　　 8:00〜10:00

11月30日(日) 保健センター　　 8:00〜10:00



お知らせ

● せきやたんが持続している

● たんに血がまじる

● 胸痛、背部痛が続いている

● 片側の肩、肩甲骨の内側が痛み、なかなか治らない

自己チェックをしてみましょう

肺がん危険度チェック（7・8・9のいずれかにĀはいāと答えた人は、医師に相談してください）

１ 40歳以上である
はい ６ 有害化学物質取扱者（ヒ素精

錬や粉じん作業者など）

はい

いいえ いいえ

２ 血縁にがんにかかった人がいる
はい

７ せき、たんが２週間以上続いている
はい

いいえ いいえ

３ 喫煙指数が400以上

（１日の喫煙本数×喫煙年数）

はい
８ 胸の痛みが続いている

はい

いいえ いいえ

４ 緑黄食野菜をあまりとらない
はい

９ 血たんが出る
はい

いいえ いいえ

５ 空気のよごれた地域に住んでいる
はい 10 肺がん検診を１年以上受けてい

ない

はい

いいえ いいえ

緑黄色野菜などに含まれるビタミンＡăＣăＥは発がんを抑える効果があるといわれ、また禁煙は肺

がん予防の第一歩といえます。食生活や禁煙習慣は自分で改善できるものです。一つでもリスクを取

り除く心がけを行いましょう。もちろん、定期検診は忘れずに。

禁煙にチャレンジ！

肺がんの原因すべてが解明されたわけではありませんが、大きな原因は喫煙だと考えられています。

喫煙者の肺がんになる割合は、たばこを吸わない人の４倍以上になるとの報告があります。

また、自分はたばこを吸わなくても、周囲の人の喫煙による受動喫煙も大きな問題になっています。

禁煙をすることで、肺がんだけでなく、心筋梗塞や脳卒中のリスクが徐々に軽減します。

たばこを吸っている人は、１日でも早くやめることをお勧めします。何回か禁煙にチャレンジした

が成功しなかった人は、医師による禁煙プログラムを検討してみてください。

気になる症状はありませんか？
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どれか一つでも思い

当たるものがあれば、

すぐ医師に相談を
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精神保健福祉ボランティア講座
受講生募集

ストレス社会と言われる現在、心の悩みを抱える

人が増えてきています。病気として治療している人

も多くいますが、それらの人に対する理解はいまだ

に十分とはいえず、偏見も見受けられます。

そこで精神保健福祉に関する知識を深め、支援活

動を体験し、精神障害者を理解することを目的に講

座を開催します。

■と　　き ９月８日(月)〜10月７日(火)期間内に

６回シリーズで開催

■と こ ろ 坂井健康福祉センター

※見学実習は、松原病院、

社会福祉法人悠々福祉会

■対 象 者 精神保健福祉に関心のある市民

■参 加 料 無料

■募集人数 20人程度

■募集締切 ８月29日(金)まで

■問 合 せ 坂井健康福祉センター　福祉保健課

☎73-0600 FAX73-0763

災害時要援護者支援制度にご協力を

市では、19年7月に災害時要援護者支援制度要綱

を制定し、災害時において家族などの援助が困難で

何らかの助けを必要とする高齢者など（災害時要援

護者）の登録を進めています。この登録内容を本人

同意のもと地元の区長や民生（児童）委員、地域支

援者（要援護者から助けを求められる人）に周知し、

災害が発生したときの「支援の仕組み」を整備する

ことで、安心して生活できる環境づくりを進めてい

ます。

まだ登録をしていない人は、ぜひ登録をお願いし

ます。また、地域支援者として依頼された人はご協

力をお願いいたします。

■対象者 ○重度障害者のうち在宅の人

○介護保険の要介護３以上の認定者のう

ち在宅の人

○高齢者のみの世帯

■問合せ 健康長寿課　高齢福祉Ｇ　☎73-8022

福　祉　課　社会福祉Ｇ　☎73-8020

自主防災組織の結成を
促進しています！

近年、地震・集中豪雨などの自然災害や火災など

により、全国各地で大きな被害が発生しています。

大規模な災害が発生した場合、自分一人の力だけで

は限界があり、危険を伴います。地域の人たちが集

まり、お互いに協力しながら消火活動や救出・救護

活動を組織的に取り組むことで、被害を最小限に抑

えることができます。

いざというときに、自らの身を守るために地域

（コミュニティ）内で自主的に活動する組織がĀ自主

防災組織āです。

市では、この自主防災組織の結成促進・活動の支

援を目的に、下記のとおり補助金制度を設けていま

す。ご活用ください。また、自主防災組織の結成や

活動について、お気軽にお問い合わせください。

■概　要 ヘルメット、バケツ、土のう、担架、チ

ェーンソー、発電機などの防災資機材の

購入に要する経費の助成

■補助率 (１) １回目（設立時）経費の50％

（補助額：15,000円〜50,000円）

(２) ２回目以降　経費の30％

（補助額： 9,000円〜30,000円）

■問合せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

お知らせ

みんなで創る景観の美しいまちづくり

金津市街地の景観の美しいまちづくりについて講

演会・ワークショップを開催します。ふるってご参

加ください。

■と　き ９月６日(土) 13:30〜16:00

■ところ 中央公民館 多目的ホール

■講　演 「みんなで創る景観の美しいまちづくり」

■講　師 高田 昇
すすむ

氏

（COM計画研究所代表／元立命館大学教授）

■定　員 80人程度

■申込み ９月１日(月)までに電話またはメールで

新幹線推進室へお申し込みください。

■問合せ　建設課　新幹線推進室 ☎73-8034

E-��� � �������@����.�����.	����.�

手話奉仕員養成講座 (嶺北会場) 開催

■と　　き ９月１日〜21年３月16日（計20回）

毎週月曜日　13:30〜15:30

■と こ ろ 永平寺町松岡総合福祉センター

■対 象 者 視覚障害者の福祉に理解と熱意を持ち、

受講後は手話活動が可能な人（満18歳

以上）

■定　　員 40人

■受 講 料 5,000円（テキストă教材費含む）

■申込締切 ８月25日(月)

■問 合 せ 福井県聴力障害者福祉協会

☎22-2538 FAX22-0321
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■問合せ

市民生活課　生活環境Ｇ　　　　　 ☎73-8018

坂井健康福祉センター　環境衛生課　☎73-0601

飼い主として責任のある飼い方をしましょう

最近、犬の放し飼いや野良犬への餌やりなどの苦情が寄せられています。

飼い主は、正しい犬の飼い方を守り、他の人に迷惑をかけないように

しましょう。

うちの犬はĀおとなしいから大丈夫āと思うのは、飼い主の身勝手です。

また、犬を好きではない人にとって、つながれていない犬は恐ろしい存

在になります。

犬は、動くものに興味を持つ習性があり、走っている子どもなどを追

いかけ、じゃれてけがをさせることもあります。事故を起こしてからで

は取り返しがつきません。

犬は、きちんとつないで飼いましょう。

1. 生涯、愛情を持って飼いましょう。

2. 犬のふんの始末をしましょう。

4. 飼育場所を清潔にしましょう。

3. 犬に無駄ぼえをさせないようにしましょう。

5. 繁殖制限も考えましょう。

道路や公園は、みんなのものです。みんなが気

持ち良く利用できるように、ふんの始末は飼い

主が責任をもって行いましょう。

悪臭や蚊、ハエなどにより、近所に迷惑をかけ

ることのないように、飼育場所は常に清潔にし

ておきましょう。

近所迷惑とならないためにも、必要以上にほえ

るときは犬を制し、止めたらほめてあげましょ

う。愛情をもって根気よくしつけることが大切

です。

6. 生涯１回の登録、毎年１回の狂犬病予防注射

を受けさせましょう。

● 散歩の時は引き綱をつけて、犬を十分制御できる人が散歩を行いましょう。

● 決められた場所や施設以外でのドッグ・ランはやめましょう。

● 飼い犬が人をかんだ場合は、飼い主は速やかに保健所に届ける義務があります。

● 野良犬の餌やりは、近迷惑につながります。餌をやる人は、その犬の飼い主と見なされますので、責任

を持ってその犬を飼育してください。

一人で悩んでいませんか？
『子どもの人権110番』強化週間

■期間 ９月８日(月)〜14日(日)

■時間 8:30〜19:00（8日〜12日）

10:00〜17:00（13日・14日）

0570-070-110（全国共通）

（IP電話からは接続できません）

いじめ・体罰・虐待など、皆さんの悩みごと、

心配ごと、疑問など、何でも相談してください。

■問合せ 福井地方法務局　人権擁護課　☎22-4210

エアロビック教室参加者募集

■と　き　９月４日(木)〜10月23日(木)

毎週木曜日　全８回 19:30〜20:30

■ところ 農業者トレーニングセンター

■定　員　なし

■服　装 運動のできる服装、内ズック、バスタオル

■参加料 2,000円

■指導者 エアロビックインストラクター

小西 幸栄さん　

■申込み スポーツ課（☎73-8043）へお申し込みく

ださい。

お知らせ
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平成20年度あわら市優良工事表彰

市が発注した工事の中から特に成績が優秀であったものを優良工事表彰しています。19年度竣工工事

では、土田土建株式会社と株式会社石川工務店が受賞し、７月28日に表彰状が手渡されました。

● 土田土建 株式会社

【対象となった工事】

平成19年度 宮谷川河川改修（その２）工事　　春宮二丁目地係

● 株式会社 石川工務店

【対象となった工事】

平成18年度 市道上新橋線歩道拡幅（その１）工事【繰越事業】

市姫一丁目地係

お金の管理や契約などに不安はありませんか？

権利と財産を守り、支援する制度があります

認知症、知的障害、精神障害などにより自分で判断が十分できない人のために、その人の権利を守り支援

する制度があります。

利用する人の判断能力や生活状況に応じて、利用できる制度が異なる場合があります。

成年後見制度 日常生活自立支援事業

利
用
者

判断能力が不十分〜著しく不十分な人

判断能力が常に欠けている人

利用契約が理解できる程度の判断能力がある人

主
な
内
容

・預貯金の管理、不動産の処分、遺産分割など財

産に関する助言や支援

・介護・福祉サービスの利用や施設入退所の契

約、費用支払い、日常生活上の契約などの支援

※本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所に選

任された後見人などが法律行為全般を代行

・福祉サービス利用援助（介護、福祉サービスの

情報提供や契約事務の援助）

・日常的金銭管理（税金・保険料、公共料金、家

賃の支払い、年金の受け取りなどの支援）

・書類預かりサービス（預貯金通帳、印鑑、有価

証券、年金証書など）

※社会福祉協議会の生活支援員が支援します

利
用
方
法

本人、配偶者、４親等以内の親族などが家庭裁判

所へ申し立てます。申し立てをする人がいない場

合は、市長が申し立てます

本人や家族などが社会福祉協議会に申し込みます

費
用

申立手数料や登記、鑑定費用などを合わせて10

万円前後。後見などの開始後は報酬が必要

相談は無料。利用開始後は１時間1,000円の利用料

（書類の保管は１カ月500円）が必要

相
談
窓
口

あわら地域包括支援センター、健康長寿課、

社会福祉協議会、家庭裁判所、弁護士会、

（社）成年後見センターリーガルサポート、

成年後見サポートセンターぱあとな福井

あわら地域包括支援センター、健康長寿課、

社会福祉協議会

■問合せ あわら地域包括支援センター（健康長寿課内） ☎73-8046 ☎73-8022

お知らせ

左端　土田 福次 代表取締役
中央　橋本 市長
右端　石川 晴夫 代表取締役
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お知らせ

自衛官募集
■募集種目等

○ 航空学生

18歳以上21歳未満の人で、高校卒業者（見込み

含む）

○ 一般曹候補学生 18歳以上2７歳未満の人

○２等陸ă海ă空士(男子) 18歳以上27歳未満の人

○２等陸ă海ă空士(女子) 18歳以上27歳未満の人

■受付期間 ９月10日(水)まで（２等陸ă海ă空士(男

子)で10月採用は９月５日(金)まで）

■問 合 せ 自衛隊福井募集案内所　☎24-3702

E-��� � ���-���@����.������.��.�

県職員募集

福井県人事委員会は、福井県職員採用二種試験、

福井県学校栄養士採用試験、福井県市町立小・中学

校事務職員採用試験、身体障害者を対象とした福井

県職員採用試験、警察官（男性B）（高校卒程度）採

用試験、福井県警察官（女性B）（高校卒程度）採用

試験、福井県警察官（男性/武道指導）採用試験を

実施します。

受付期間は、８月15日(金)から８月29日(金)まで

です。受験資格など詳細は、県人事委員会事務局

（☎20-0593）へお問い合わせください。

小松航空祭見学会の開催

■と　　き ９月21日(日)

■と こ ろ 石川県　航空自衛隊小松基地

■対 象 者 市民（小学生以下は保護者同伴）

■集合解散 7:10 市役所集合、17:00 解散

■移動方法 大型バス4台（市役所駐車場から出発）

■定　　員 180人（応募多数の場合は、抽選いたし

ます。なお、抽選の結果は返信用はが

きでお知らせします。）

■参 加 費 １人　1,500円（食事代含む。）

■申込方法 往復はがきに住所ă氏名ă年齢・電話番号

を記入のうえ、９月５日(金)必着で郵送

してください。(1枚のはがきで４人ま

で申し込むことができます。)

〒919-0692  あわら市市姫三丁目1番1号

あわら市役所総務課内

あわら市自衛隊協力会

■問 合 せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

九頭竜川浄化センター見学者募集

（財）福井県下水道公社では、夏休み期間中に、

施設見学会を開催します。

施設内は足場が悪い所もありますので、歩きやす

い格好でお越しください。

■と　　き　８月23日(土)、24日(日) 10:00〜12:00

■と こ ろ 九頭竜川浄化センター（坂井市三国町池見）

■申込締切 ８月22日(木) 午前中

※ 定員になり次第締め切らせていた

だきます。

■定　　員 各40人程度

※ 小学３年生以下の人は、保護者同

伴でお願いします。

■問 合 せ （財）福井県下水道公社

担当　大森、朝倉　☎82-4660

����://���.	����-���.�/

職場のトラブルでお困りの労働者、
事業主の皆さまへ

解雇、雇止め、退職勧奨、懲戒、退職、配置転換、

出向、人事考課、労働条件の引下げ、募集・採用、

男女均等取扱い、セクハラ、パート均衡待遇、いじ

め・嫌がらせ、損害賠償など、職場のトラブルで悩

んでいませんか？

労働局が解決のお手伝いをいたします。

まずは、気軽に相談コーナーにお尋ねください。

（★女性相談員がいます。）

■問合せ　・★福井労働局　総合労働相談コーナー

福井市春山合同庁舎内14階 ☎22-3363

・　　　　　　 ★雇用均等室 ☎22-3947

����://���.	���������������.
�.�/

・★福井総合労働相談コーナー

福井労働基準監督署内　　 ☎54-6167

９月11日はĀ警察相談の日ā

警察は、犯罪などによる被害の未然防止に関

する相談や県民の安全と平穏に関する相談に応

じています。

警察に対する各種相談専用ダイヤル

♯9110
※（♯9110は、プッシュ回線契約電話、プッシ

ュ式公衆電話、携帯電話、ＰＨＳから利用で

きます。）

※　福井県警察本部警察安全相談室

専用電話 ☎26-9110
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９月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

クラブ活動日

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木ă宮谷ă吉崎★

東田中ă南疋田ă北疋

田ă次郎丸ă瓜生ă中川ă

北野ă北ă前谷ă御簾尾ă

上野ă剱岳

伊井・南稲越・池口

河原井手・菅野・矢

地・清間

指中ă沢ă柿原ă山西方

寺ă嫁威ă日の出ă清王ă

山十楽★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

桑原・古屋石塚

金津

クラブ活動日

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木ă宮谷ă吉崎

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

指中ă沢ă柿原ă山西方

寺ă嫁威ă日の出ă清王ă

山十楽

東田中ă南疋田ă北疋

田ă次郎丸ă瓜生ă中川ă

北野ă北ă前谷ă御簾尾ă

上野ă剱岳

伊井・南稲越・池口

河原井手・菅野・矢

地・清間★

百　寿　苑

１ 月 一般利用日

02 火 一般利用日

03 水 一般利用日

04 木 山方ă里方ă温泉

５ 金 波松★

８ 月 新郷

９ 火 一般利用日

10 水 北潟・浜坂

11 木 本荘全地区

12 金 山方ă里方ă温泉

★

16 火 一般利用日

17 水 新郷

18 木 一般利用日

19 金 本荘全地区★

22 月 北潟・浜坂

24 水 波松

25 木 一般利用日

26 金 新郷★

29 月 山方ă里方ă温泉

30 火 一般利用日

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

後期弓道教室開講

■と　き 昼 の 部　毎週火曜日と木曜日 10:00〜12:00

９月２日(火)開講　全20回

夜 の 部　毎週水曜日と金曜日 19:00〜21:00

９月３日(水)開講　全20回

学生の部　毎週土曜日と冬休み期間中 10:00〜12:00

９月６日(土)開講　全20回

■ところ トリムパークかなづ弓道場

■対　象 中学生から高齢者までどなたでも参加できます。初

心者・経験者ともに大歓迎です。

■指導者 市弓道協会員および坂井市弓道協会員

■受講料 2,000円（学生は1,000円）

■保険料 1,500円（加入は任意です。希望者は、

当日申し込んでください。）

■申込み トリムパークかなづ　☎73-7272

または吉田　☎090-1315-5250

第４回 高齢者交通安全寸劇アカデミー賞
寸劇チーム募集

あわら署管内で多発する子どもと高齢者の交通事故を減少さ

せるため、第４回寸劇アカデミー賞を開催します。今回は「子

どもと高齢者の交通安全」を重点テーマに参加チームを募集し

ます。より多くのチームの参加をお待ちしています。（ミュー

ジカルも大歓迎です）

■応募締切 ８月29日(金) 必着

■構　 成 ２人以上

■募 集 数 ８チーム

■上演時間 15分以内（出入り時間含む）

■上 演 日 ９月28日(日) 13:00〜16:00

■上演場所　市観光会館

■応募方法 所定の様式に必要事項を記入のうえ、シナリオと

ともに郵送、FAX、持参によりお申し込みくださ

い。

■表　　彰 最優秀賞 １組（賞金10万円・オスカー像）

優 秀 賞　１組（賞金５万円・オスカー像）

特 別 賞　１組（賞金３万円・オスカー像）

参 加 賞　５組（賞金１万円）

個 人 賞　２名（賞金１万円・オスカー像）

■申 込 み 金津安全運転管理者協議会事務局

〒910-4113

あわら市横垣39-5-43 ☎77-3660 FAX 77-3663
※　協賛スポンサー（1口1万円）も募集しています。

三国競艇開催日

８/30(土)〜９ / ２(火)

９/10(水)〜９ /15(月)

９/20(土)〜９/24(水)

お知らせ
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H20.７.１〜７.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

生誕ービベ

木村　有那
ゆ な

女 耕造 有香 宮　王

三上瑚乃夏
こ の か

女 明日佳 逸美 坂ノ下

山谷莉衣奈
り い な

女 敬 芳美 桜ヶ丘

松嶋　竜汰
りゅうた

男 秀明 千絵 新　用

西田　陽紀
は る き

男 龍美 伸枝 瓜　生

高橋　汐音
し お ん

女 雅也 彬 河原井手

野口　勇斗
は や と

男 照司 美樹 向ヶ丘

松井　望愛
の あ

女 和也 みずほ 西温泉

林　　綾乃
あ や の

女 秀貴 ひろみ 古

坂井　凛花
り こ

女 春貴 由梨 二面温泉

「声の広報」のテープをご希望の人は、あわら市社会福祉協議会☎73-2253まで

お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市

十万石まつり

大聖寺藩祖前田利治公を慕い、古九谷

発祥の地として産業発展を祈る祭り。日

本一の大きさを誇る直径2.1ｍの大皿を乗

せた、重さ約2.5トンの古九谷みこしを繰

り出し、約300人の男衆がĀソイヤ、ソイ

ヤāの掛け声も勇ましく目抜き通りを練り

歩きます。その他、花火大会や十万石大

鍋など、盛りだくさんの催しが行われま

す。

と　き ９月13日(土)・14日(日)

ところ 加賀市役所周辺　

問合せ 十万石まつり実行委員会

☎0761-72-5250

大聖寺地区会館

☎0761-72-0463

ＮPO法人いきいきＩＴクラブ

パソコン入門講座

初心者コースです。パソコンの

基礎知識、ワード、エクセル、イ

ンターネット、メール、デジカメ

など、幅広く学習できます。

■と　き　毎週月・水・金曜日

13:00〜16:00

■ところ　高椋公民館

■講　師 ＮPO法人いきいきＩＴク

ラブ会員　島崎 忠良さん

■定　員　15人

■参加費　１カ月3,000円（原則とし

て３カ月前納）、資料代

1,000円

■申込み　毎月月末までに、電話か

FAXでお申し込みくださ

い。

■問合せ ＮPO法人いきいきＩＴク

ラブ　道見

☎66-0876 FAX67-8385

将棋同好会メンバー募集

■対象者 市内または近郊にお住ま

いで将棋を楽しみたい人。

初心者、シルバーの人歓

迎。

■と　き 毎週土曜日（祝祭日を除

く）18:00〜21:30

■ところ 中央公民館　一階和室

■参加料　無料

■申込み 当日会場でお申し込みく

ださい。

■問合せ 金津将棋同好会

代表 谷川 毅　☎73-0183

《ゆずります》
三輪車　２台

《ゆずってください》

車椅子

大人用自転車

幼児用食卓椅子

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人（情報提供者）またはゆ

ずってほしい人（希望者）は、その内容

を市へ申し込む。（電話可）

２ 市は、ゆずりたい品物またはゆずって

ほしい品物を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物に該当がある場

合は、市へ連絡する。

４ 市は、希望者に情報提供者の連絡先を

お知らせする。

５ 希望者は情報提供者へ直接交渉し、そ

の交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

市民生活課 生活環境Ｇ ☎73-8017

先日Āあわら恋唄āという

ＣＤを出すので、市のＰＲに

なるのではと、作詞を手がけ

た市内の森英治郎さんと歌手

の植松達也さんが市長を表敬

訪問されました。

少しでもあわら市を良くし

たい、知ってもらいたいとい

う思いをこうした形で実現し

ていただくのはありがたいこと

です。皆さまの気持ちを大切

にしていきたいですね。(利）

市長にCDを手渡す森さん外国人無料相談会の開催
について

■と　き ９月７日(日)

13:00〜16:00

■ところ 春江中央公民館

（坂井市役所春江支所隣）

■内　容　ビザの延長や変更の手続

き、国際結婚、永住権の相

談など

■問合せ インターナショナル

さかい　北野

☎090-8266-5553
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■内 西 岡 医 院(あわら) 77-2138

■内 本多耳鼻科クリニック(丸岡) 68-1233

■外 友 田 医 院(春江) 51-0343

休
日
当
番
医

■内 藤 田 医 院(あわら) 78-7133

■内 近藤小児科医院(丸岡) 66-0217

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■内 金津産婦人科クリニック(あわら) 73-3800

■■■内 藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

■■■外 国立あわら病院(あわら) 79-1211

休
日
当
番
医

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内福岡内科クリニック(丸岡) 67-7111

■外 加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

●休日当番医の診察時間は、９:00から17 :00 までです。

●当番医が変更されている場合がありますので、消防署（☎ 51-0119 ) にお問い合せ

のうえ受診されるようお願いします。時間外の急患は、消防署にご連絡ください。

●休日当番医は、坂井地区医師会ホームページ(����://���.�����-���.���)で確認

することができます。

あわら市の広報

●広　　報　　紙 広報あわら　毎月15日発行

（15日が休日の場合は直前の平日）

●行政チャンネル チャンネルあわら29（ケーブルテレビ29 ��）

●ホ ー ム ペ ー ジ ����://���.����.�����.	����.�/

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■外 加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

あわら市の人口

31,339人 (−13)

20年 8月１日現在　

男 14 ,8１６ 人 (＋ ６ )

女 16 ,5２３ 人 (−19)

世帯数 10 ,2３０ 世帯 (− ８ )

( )は前月比

市民健診（基・肺・胃・歯）
8:00〜10:00 中央公民館

エイズ・Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

行政・人権相談
13:30〜16:00 セントピアあわら
結婚相談 13:30〜16:00 市姫荘

行政・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 細呂木公民館

13:30〜15:30 吉崎公民館
絵本について
10:30〜11:30 子育て支援センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 湯のまち公民館、さくらセンター
３歳児健診
13:00〜14:15 保健センター
ひとり親家庭巡回就業相談
13:30〜15:30 市役所

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 坪江公民館

農地法に基づく許可申請締切日

おはなし会
11:00〜11:30 芦原図書館
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜 セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

70歳教室
10:00〜11:30 保健センター
ポリオ投与
13:00〜14:00 受付　保健センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

13:30〜15:30 北潟公民館
育児教室
10:30〜11:30 子育て支援センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 中央公民館、伊井公民館

心の健康相談
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター
市民大学講座
19:30〜21:00 中央公民館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

ガラスレターづくり
10:00〜 金津社会福祉センター
おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜 セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）

資源ごみ収集日（空き缶ă空きビ
ンăペットボトルăスプレー缶）

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

エイズ・Ｂ型・Ｃ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

市民健診（基・肺・胃）
8:00〜10:00 保健センター

お楽しみ会
10:00〜11:45 子育て支援センター
心配ごと・無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 湯のまち公民館、さくらセンター
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 坪江公民館

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜 セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

粗大ごみ休日持ち込み日
8:30〜16:30 広域圏清掃センター 74-1314

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

13:30〜15:30 北潟公民館
もぐもぐ教室
9:40〜12:00 保健センター

心配ごと相談 13:00〜16:00 百寿苑
社会保険相談 13:30〜16:00 市役所

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 中央公民館、伊井公民館
心の健康相談
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター
市民健診（基・肺・骨）
13:00〜14:15 名泉郷会館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館
セントピア夕市 15:00〜 セントピア広場
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

１ 2 3燃やせないごみ収集日 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 敬老の日 16 17燃やせないごみ収集日 18 19 20

21 22 23 秋分の日 24 25 26 27

28 29 30

■内奥 村 医 院 (あわら) 73-0171

■内 川崎皮膚科クリニック(丸岡) 67-3555

■外 春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

■■内 宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■■内ヒガシ内科医院 (丸岡) 66-1054

■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

わくわく体験農場わくわく体験農場

■と　き ９月23日(秋分の日)  10:00〜16:00

■ところ 福井県畜産試験場(坂井市三国町平山）

■問合せ 坂井北部丘陵地営農対策会議 ☎78-6363

■その他 詳しい内容は広報９月号でお知らせします。

9月の納期限は

25日です。

下水道受益者負担金（第2期）

国民健康保険税（第3期）

第３回第３回 あわら市社会福祉大会あわら市社会福祉大会

■と　き ９月27日(土)  9:30〜12:00

■ところ 中央公民館

■問合せ 市社会福祉協議会 ☎73-2253
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