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みんなで取り組もう　１人１日100ｇのごみ減量化

自分たちにできること

身近な生活の中で、ごみを減らしリサイ

クルするために、自分たちに何ができるか

をみんなで考えて実行していきましょう。

あわら市のごみ減量化の目標は、１人１日当たり

100グラムのごみを減らすことです。この目標を達

成するため食べ残しをしない、無駄なものは買わな

い、使い捨て商品の使用を減らすなど、日ごろの生

活を見直すことから始めましょう。

循環型社会（資源がぐるぐるまわる社会）

をつくろう！

Ā循環型社会āとは、ごみの少ない商品を選んだ

り、使い終わったものでももう一度使えるように

して、捨てられるごみをできるだけ減らしていく

社会のことです。

まず、ものを大切に使いĀごみを出さないā、不

要になったものでもĀできるだけ繰り返し使うā、

繰り返し使えないものはĀ原材料として再利用す

るāことに気を付けましょう。

目標

１人１日あたり100
の

ごみ減量化

わが家でもできる１人１日当たり100
のごみ減量化

お父さんとお母さん、小学生のぼくと妹のいる４人家族のある日１日のごみを減らす取り組みを紹介します。

お母さんがお買い物に行きました。買い物袋を持参してレジ袋を断りました。

★レジ袋（１枚10
）×２枚＝ 20


ぼくは学校の資源回収のために今日の新聞紙を古新聞入れに貯めました。

★新聞とチラシ（１紙180
）＝ 180


お父さんが缶ビール２本からびんビール１本に変えました。

★ビール缶（350ミリリットル１缶20
）×２缶＝ 40


お母さんは食事の後片付けが終わると生ごみの水切りをしました。

★生ゴミ１日１人当たり（300
）×４人×水切りした水分（10％）＝ 120


妹は空になった牛乳パックと食品トレイを捨てずにスーパーの回収箱に持って行きました。

★牛乳パック（１リットル30
）×１パック＝ 30
    食品トレイ（１枚５
）×４枚（１人１枚平均）＝ 20


家族４人合計で、この日１日に減らしたごみの量は 410
 １人あたり約 100


■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8018



〜がん検診で早期発見・早期治療　胃がん〜

胃がん検診日程　　　　　 （定員）

７月22日　細呂木公民館 ※　　　　100人

８月22日　伊井公民館　　　　　　 50人

８月28日　吉崎蓮如の里 ※　　　　 50人

９月７日　中央公民館　　　　　 100人

10月20日　中央公民館　　　　　　 50人

11月９日　保健センター　　　　　 50人

11月17日　中央公民館　　　　　　 50人

■受付時間 8:00〜10:00（※印の会場は8:30〜）

■そ の 他 定員制

■申込み・問合せ 健康長寿課 健康増進Ｇ ☎73-8023

胃にやさしい食生活を心がけましょう！

❶塩分の多い食品は避ける

❷緑黄色野菜、果物、牛乳を多くとる

❸熱すぎる食事に注意

❹濃いお酒は薄めて

❺禁煙

❻よく噛んで、ゆっくり食べる

❼夜、寝る前には食べない

日本人は、がんの中でも胃がんになる割合が多くなっています。しかし、早期発見・早期治療により

胃がんによる死亡率は減少傾向にあります。あなたは定期検診を受けていますか？検診では早期に発見

されることが多く、早い段階で治療を行うことで治癒する確率も高くなります。胃がんは40歳を超える

と急増します。必ず年に一度の定期検診を受けましょう。

国民健康保険からのお知らせ

◆国民健康保険高齢受給者証の更新

高齢受給者証を、８月１日付けで更新します。受

給者証をお持ちの人には、７月下旬に新しい高齢受

給者証を郵送します。医療機関を受診の際には、必

ず、保険証と一緒に窓口へ提示してください。

なお、20年４月から、70〜74歳（※現役並み所

得者以外）の自己負担割合は２割になりました。た

だし、21年３月31日までは、１割に据え置かれま

す。

75歳になると後期高齢者医療制度に移行しますの

で、国民健康保険の高齢受給者証の有効期限は、75

歳誕生日の前日までとなります。

※　現役並み所得者ăăă住民税課税所得が145万円　

以上の人

◆「限度額適用認定証」と「限度額適用・

標準負担額減額認定証」の更新

現在発行している「限度額適用認定証」と「限度

額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は７月

31日までとなっています。８月以降も必要な人は、

健康長寿課で更新手続きを行ってください。

○更新受付の開始　８月１日(金)

○必要な物　国民健康保険被保険者証、印かん

○有効期限 申請した月の初日から21年７月31日

まで

○そ の 他　国民健康保険税に滞納がある人は、

認定証の交付は受けられません。

■問合せ 健康長寿課 健康増進Ｇ ☎73-8023

3

1期 (早期がん)

2期 (進行がん)

3期 (進行がん)

4期 (末期がん)

国立がんセンター中央病院1985〜91 1921例（がん研究振興財団Āがんの統計āから）

91.6%

77.1%

46.1%

8.3%

胃がんの５年生存率
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イベント

創　　 作 の 森 通 信

７月26日(土) 開館10周年記念日祭
森のライトアップ 夏のヒカリă森のあかり

■25日(金)/26日(土)19:30〜22:00 ■入場無料

■アートコア周辺、水辺の広場ほか■小雨決行・荒天時中止

プロムナードコンサート 杉本好フルートコンサート

■18:30〜19:30 ■入場無料 全席自由

■アートコアミュージアム-２

シンポジウム Āまちづくりとアートができることā

■14:00〜16:00■入場無料■アートコアミュージアム-２

■進行　　　 土屋公雄（彫刻家武蔵野美術大学客員教授）

■パネリスト 薬袋美奈子（福井大講師）山口勝弘（緑建設計代表）

田原唯之（環境アートコンペグランプリ受賞者）

ガラス・陶芸特別体験!

★ガラスの手形づくり体験
■14:00〜/15:00〜/16:00〜■定員 各10人

■問合せ ガラス工房 (要予約☎73-7801）

★ガラスの風鈴絵付け体験！
★蚊遺りブタに絵を描こう！

★キャンドルスタンドを作ろう！
■10:00〜17:00 ■随時受付

■問合せ　創作工房（要予約☎73-7802）

金津創作の森10年の軌跡展
■10:00〜22:00 ■入場無料■アートコア ホワイエ

フォトタイムカプセル撮影！
月刊URALA表紙でおなじみの中村カメラマンが撮影！

■10:00〜■撮影料500円■アートコア入口にて整理券配布 先着50人

アートドキュメント2008ă森と街の交差点

あわら市環境アートコンペ
グランプリ受賞作品展

大地の息吹をイメージし、水田から間欠泉のように吹

き上がる泥水の噴水作品Ā呼吸āが公開されます。

■と　き ７月23日(水)〜８月24日(日)

10:00/12:00/14:00/16:00（各15分間）

※１日４回の泥水が吹き上がります。

※天候によっては、噴水が上がらないこともあります。

■ところ 井江葭地係（あわら警察署西側）

アートドキュメント2008
森と街の交差点

青木野枝展
空の水ー金津

■と　き ７月20日(日)〜８月24(日)

10:00〜17:00（最終入場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500円（400円） 高校生以下無料

※（ ）内は20人以上の団体料金です。

※　25(金)/26日(土)は22:00まで時間延長（最終入場21:30）

Ā玉鋼-���ā 2002年 撮影/山本糾

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

Ā田原唯之 作品

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第４回

Q.創作の森の入居作家となったきっかけを教えてください。

茶道について少年の頃から父に学び、13歳頃より寺に入り修行し、後に山形にて日展審査員の横倉嘉山先

生に師事して、厳しく薫陶を受けました。釜作り20年を経て、茶道文化の盛んな京都・大阪・名古屋に近く、

釜造りに有利な情報も多い北陸の地に製作拠点を置きたいと希望し、金津創作の森の入居作家募集に応募し、

こちらに入居しました。金津は鉄文化の盛んであった歴史があり、縁のある土地として、釜作りに励むこと

ができます。

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。

自身の製作はもちろん、現在では、伝統の技術を受け継ごうと努力する若手の職人の育成にも力を入れて

います。おかげさまで、弟子の木村宗哉は昨年の「第13回金沢城・兼六園大茶会工芸作品公募展」にて次賞

を受賞しました。また、創作の森を介して、地域の人々のコミュニケーションの場となるようなイベントな

ど企画できればと、滝・青ノ木・宮谷など近隣の有志で「竹取り物語」の会を発足しました。創作の森にた

ずさわる一人ひとりが、この森に誇りを持ち、楽しんで活動することこそが、外から来る人たちのPRにもな

ると考えています。また、この会の活動から、様々な出会いが生まれ、創作の森がもっともっと地域の活性

化の拠点となればと思います。

創作の森　入居作家

釜師　木村肇次郎さん

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

ＡＬＬ ￥1,500

入居作家を訪ねてみませんか？
■10:00〜（終了時間は作家によって異なります）

■大森正人（陶芸家）木村肇次郎（釜師）加藤すみ子

（染画家）山田信雄（竹工芸師）松井勝彦（陶芸家）

青木野枝展＆野外作品ガイドツアー
当館学芸員の解説とともに、野外作品13作品と青木野枝

展の鑑賞をします。（青木野枝展の観覧券が必要です。）

■10:30〜/16:00〜（アートコア入口集合・先着20人）

※その他、野外作品スタンプラリーなどもあります。

■問合せ　財団事務局　☎73-7800
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市長コラム

第13話「ふるさと協力隊」

勝俣佳久さん３０才。独身。神奈川県箱根町

出身。「緑のふるさと協力隊」としてこの４月か

ら農林水産課で受け入れ、おもに農業のボラン

ティア活動をしていただいています。

彼に農作業を手伝っていただいた人によれば、

とても働き者で、明るく、まじめで、熱心。趣

味は演劇。造園会社の営業経験あり。

と、ここまで申し上げれば、ムムッと食指を

動かしたお父さんお母さんがおられるのではな

いでしょうか。ちなみに、私の選挙公約のひと

つは「若者が住んで、生んで、育てたくなるま

ちづくり」なのであります。

先日、彼が手書きで味わいのある「ふるさと

通信」なるものを市長室に持参してくれました。

その最後の部分にはこう書かれていました。

『ひとりの力、決して大きい力ではありませ

んが、皆さんと協力して、皆さんに支えられ、

何かを作り出していけたらいいなぁ、と思いま

す。地域のために、私のために頑張ります。どう

ぞよろしくお願いします。』

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

初期消火功労表彰
◆６月13日　嶺北消防組合本部

５月29日、温泉３丁目の飲食店で発生した火災では、市内旅

館の従業員と現場近くに住む坂下和彦さんが、すばやい119番

通報と的確な初期消火を行い、被害を最小限に食い止めました。

この功績により、嶺北消防組合本部から旅館と坂下さんに感謝

状が贈られました。

第6回Ā遊び展ā

◆６月14日ă15日　藤野厳九郎記念館ほか

第６回のĀ遊び展āが開催されました。今回は菖蒲展と題して、

藤野厳九郎記念館、セントピアあわら、�����の３カ所で開催

され、市内在住の華道家の人たちが生けた花菖蒲が展示されま

した。訪れた人たちから49,687円の募金が寄せられ、これまで

寄せられた募金と合わせて中国残留孤児援護基金に贈られます。

風谷峠ファミリー登山

◆６月15日　刈安山中腹〜山中温泉

83人の参加者が、野鳥のさえずりを聞きながらĀ米と湯治の

道ā風谷峠道を山中温泉まで歩きました。風谷町で歓迎を受けた

後、栢野
か や の

大杉のある菅原神社で昼食をとりました。

�����（テンポ）会場

勝俣佳久さん
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児童館ガラスレターづくり

■と　き ９月６日（土） 10:00〜

■ところ 金津社会福祉センター

■定　員 30人（定員になり次第締め切ります。）

■対　象 小学生以下（幼稚園児以下は保護者同伴）

■参加費 １作品　1,000円

■申込み・問合せ 中央児童館　☎73-1571

あわら市民大学講座
〜たくさんの人の参加をお待ちしております。〜

■と　き ８月５日(火) 19:30〜21:00

■ところ 中央公民館

■講　師 北陸銀行芦原支店長　上坂 健二さん

「身近なお金のはなし」

■問合せ 文化学習課　☎73-8041

第43回 金津中学校サマーコンサート

■と　き ８月３日（日） 13:00開演

■ところ トリムパークかなづ

金津中学校のサマーコンサートも、地域の皆さま

に支えられ、今年で43回を迎えます。「ハーリ・ヤ

ーノシュ」組曲など親しみやすいクラシックの名曲

から「ディズニー・メドレー」など、だれもが思わ

ず口ずさみたくなるアニメの名曲まで、幅広く演奏

します。今年も、県内の第一線で活躍する金津高校

の先輩方を迎えての演奏会となります。中学生と高

校生による若さあふれる演奏をお楽しみください。

第35回 芦原中学校サマーコンサート

■と　き ８月３日（日） 16:00開演

■ところ 市観光会館

文化部の大きなイベントとして、美術部が作品で

会場を飾り、放送部が司会や照明を担当して行う演

奏会です。コンサートの内容は、コンクール曲や１

年生の演奏に加え、中高一貫教育連携校である金津

高校吹奏楽部の演奏があります。

また、昨年に引き続き、ゲストに福井県吹奏楽連

盟理事長の植田薫先生を迎えてのとびっきりファン

キーで楽しいステージは必見です！今回は小中連携

の一環として、芦原小学校金管鼓隊クラブとのジョ

イント企画もあるなど、盛りだくさんの内容です。

皆さんぜひ、お楽しみください。

サマーコンサートをお楽しみください！サマーコンサートをお楽しみください！

第5回あわら市小学校音楽会

６月19日、市内各小学校児童による連合音楽会が

開催されました。第１部では、金津小と北潟小の児

童が合奏と合唱を発表し、続いて参加児童が３つの

グループに分かれてリコーダーアンサンブルを披露

しました。第２部のプロの演奏者による弦楽四重奏

では、奏でられる美しい音色に、児童たちは耳を澄

ませて聞き入っていました。最後に、参加者全員で

Ā翼をくださいāを合唱して音楽会は幕を閉じまし

た。



7

ご紹介するのは、
最近入った本の一部です。

＜一般書　文学＞

● 18歳の生存者 （山下　亮輔）

●当たるも八卦の墨色占い （佐藤　雅美）

●明日もまた生きていこう （横山友美佳）

●アフガンの男 上・下

（フレデリック・フォーサイス）

● RURIKO (林　真理子)

●茨の木 （さだまさし）

●鉄道心中 （岩井志麻子）

●新ă冬のソナタ 上ă下 （キム・ウニ）

●年下の男の子 （五十嵐貴久）

●皇后ジョゼフィーヌのおいしい人生

（藤本ひとみ）

●敗者復活戦 （高任　和夫）

●ピロテイ （佐伯　一麦）

●月とメロン （丸谷　才一）

●金色の野辺に唄う （あさのあつこ）

●荒野 （桜庭　一樹）

＜一般書　その他＞

●公務員の改革力 （白沢　節子）

●週末アジア！ （吉田　友和）

●アジサイの世界 （日本アジサイ協会）

●気分のいい日を「ことば」がつくる

（小俣　雅子）

●イチバン親切なおさいほうの教科書

（クライ・ムキ）

●地球温暖化のしくみ （寺門　和夫）

●早く老ける人、老けない人（米井　嘉一）

●休みの日には、コーヒーを淹れよう

（狩野　知代）

●動物の赤ちゃんは、なぜかわいい

（増井　光子）

●犯罪捜査の心理学 （越智　啓太）

●きれいに飾りたいはじめての花の寄せ植え

（井田　洋介）

●はじめての12か月の布あそび（山口　信子）

●消しゴムはんこでおくりもの（津久井智子）

＜児童書＞

●謎とき暗号解読パズル （夢現舎）

●さんさんさんかく （得田　之久）

●ともだちをたすけたゾウたち（わしおとしこ）

●どうぶつさかさまなあに （織田　道代）

●忍者サノスケじいさんわくわく旅日記７

（なすだみのる）

●トゥープウートゥーのすむエリー星

（茂木健一郎）

●きちょうめんななまけもの （ねじめ正一）

●マーメイド・ガールズ全6巻（ジリアン・シールズ）

●楽しく実験・工作小学生の自由研低学年編ă高学年編

（成美堂出版編集部）

●カブトムシ　クワガタムシ（山口　　茂）

●ザリガニ （武田　正倫）

●マチルダばあや、ロンドンへ行く

（クリスティアナ・ブランド）

●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。

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「 こっちを向いて　お母さん　ちゃんと聞いてる　ぼくの話 」

波松小５年（受賞時）高橋 謙信さん

「 増やそうよ　家族の団らん　笑い声 」

金津小６年（受賞時）山本 恵里花さん

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

８月22日から24日までの３日間、北潟湖において「第19回あわら

カップカヌーポロ大会」が開催されます。この大会には、毎年約80チ

ーム・500人を超える選手が参加し、今回も去年に引き続きシンガポ

ールチームを迎えるなど、全国一の規模を誇る大会となっています。

大会事務局では昼食の食材や賞品として、地元の農産物や特産品な

どの提供を募っています。皆さまのご協力をお願いします。

■依頼品目 米、野菜、果物、肉、特産品、食事券、和ă洋菓子など

■問 合 せ あわらカップカヌーポロ大会実行委員会事務局

（スポーツ課内）☎73-8043

第19回あわらカップカヌーポロ大会 協賛品提供のお願い

第第８８回回世世界界カカヌヌーーポポロロ選選手手権権大大会会出出場場！！

カナダ・エドモントンで、21日から開催される世界カヌーポロ

選手権大会に、あわら市出身の５人の選手が出場します。

現地での健闘を期待します。

水中レクリエーション大会参加者募集

■と 　 き　８月26日(火) 18:30〜20:30

■と こ ろ 金津Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

■参加資格 市内の小学生で健康な児童

■参 加 料 無料

■申 込 み ８月19日(火)までにＢ＆Ｇプール受付へお申し込みくだ

さい。（9:00〜21:00）

■問 合 せ トリムパークかなづ　☎73-7272

左から、上木大輔、高橋潤、小嶋大輝、竹田光一、竹田周平

（敬称略）
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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

今月誕生日の友達と一緒に歌を歌ったり、体操を

したり、パネルシアターや手遊びを見たりして、み

んなで楽しく過ごしましょう。

と　き ７月30日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆育児教室 Āおはなしā

いろんなお話を楽しみましょう。

と　き ８月６日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 ペープサート、絵本、紙芝居など

講　師 子育てマイスター　西山式子さん

＜しつけについて＞

「しつけはいつ頃から始めればいいの」と悩むママやパパも多いのでは？ハイハイやつかまり立ち

など、動きだしたらあれもして欲しくない、ここも触っちゃだめ、ということがたくさん出てきます

ね。まず、赤ちゃんが動けるようになる前の時期は「ほめる」ことが一番です。「うんちいっぱいで

たね。すごいね。」「ミルクいっぱい飲んでえらいね。」などと、ママにとってうれしかったり、ある

いは当たり前のことでもほめて関わるようにしていくと、人に認められ、受容される喜びが赤ちゃん

に生まれ、愛情や安心、信頼が育まれていきます。ママがほめているときの言葉やしぐさ、表情は、

赤ちゃんの体全体に伝わっていきます。声を掛けるだけでなく、抱き上げたり、たくさんスキンシッ

プをしてあげると、赤ちゃんもうれしくていろんなことにチャレンジしてくれます。０歳児のしつけ

は愛情がベースです。しつけはねんねのころからすでに始まっているのです。

子

育
て

ワ

ン
ポイ
ント
アドバイス

幼稚園・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？

８月　５日（火）北潟幼児園

本荘幼児園（夏祭り）

７日（木）細呂木保育所・金津保育所

８日（金）伊井保育所（水あそび）

１１日（木）金津東保育所（水遊び）

１２日（火）芦原南幼児園（水遊び）

白藤保育園（水遊び）

２８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

あれば出入りは自由です。

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、必ず親子で遊んでください。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

第4回 男女共同参画

「感謝状」作品募集！

テーマ「感謝・思いやり」

家族や友人、職場の仲間、地域の人達、学校の友達や先生などの身近な人へ、日ごろ、なかなか口に出し

て言えない感謝や思いやりの気持ちを「感謝状」という形で表してください。

応募資格 子どもから大人までのすべての市民（あわら市内に通勤する人、通学する人を含みます。）

応募方法 ○感謝の言葉本文は50字程度とし、未発表のものに限ります。

○持参、郵送、FAXの場合

・このページ下の応募用紙を切り取って応募いただくか、市役所、各公民館、郵便局な

どに備え付けの応募用紙、または市のホームページからダウンロードした様式を使用

してください。

・応募用紙は、市役所や各公民館、セントピアあわらにある応募箱に投函するか、男女

共同参画推進室へ郵送またはFAXでお送りください。

○E-����の場合

・感謝状を送る人、渡す人、感謝の言葉、書いたときの気持ち（簡単に）、住所、氏名、

年齢、性別、連絡先（電話番号）を記載してください。

応募締切 ９月26日(金) 17:30 必着

表　　彰 最優秀賞　１人、優秀賞　２人、奨励賞　10人

※ 入賞者は、12月7日(日)に開催する「あわら男女共同参画のつどい」で発表し、表彰し

ます。入選作品は「つどい」の当日、会場で展示します。また、セントピアあわらや市

内公共施設などで展示するほか、広報あわらなどでも紹介します。

応 募 先 〒919-0692 あわら市市姫三丁目１番１号　あわら市役所　男女共同参画推進室

☎73-8003 FAX73-1350 E-��� � �����@����.�����.	����.�

そ の 他 ○作品に関する一切の権利は、あわら市に帰属するものとします。作品は返却いたしません。

○応募者の個人情報については、プライバシー保護に十分な注意を払います。

きりとり線

第4回男女共同参画に関する「感謝状」応募用紙

感　謝　状

※50字程度で記入してください。

（ 裏 面 へ ）

へ

より
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第5次あわら市友好訪中団　団員募集

今年は、あわら市と中国紹興市が友好都市の関係を締結してから25周年の

節目の年を迎えました。

市では、９月に紹興市で開催される25周年記念式典に友好訪中団を派遣し、

両市間の友好交流をさらに深めたいと考えています。

なお、今回の訪中では、❶友好都市締結25周年記念式典❷藤野厳九郎銅像除幕式❸Ā藤野先生と魯迅ā記念

誌の中国語版贈呈式❹金津高校と紹興魯迅高級中学校との友好校締結を予定しています。

この機会に、ぜひご参加ください。

■日　　程 ９月23日(火)〜26日(金) ３泊４日

■訪問都市 紹興市、蘇州市、上海市

■募集人員 30人（定員になり次第締め切ります。）

■募集期限 ８月４日(月)

■参加費用 1人 120,000円程度（ツイン利用）

■応募方法 募集期間内に、団員申込書を事務局（総務課）へ提出してください。

■応募資格 ・あわら市民で、海外旅行に支障のない健康な人

・引き続き、市日本中国友好協会の会員として活動できる人

■問 合 せ 総務課　秘書Ｇ　☎73-1221（代表）内線222

■日程予定 ９月23日(火) ・中部国際空港から上海浦東空港へ。到着後、紹興市へ

24日(水) ・25周年記念式典などに参加

25日(木) ・蘇州市内観光（寒山寺、拙政園など）、上海市内観光

26日(金) ・上海市内観光後、上海浦東空港から中部国際空港へ。到着後、あわら市へ

※９月上旬頃に、結団式および説明会を予定しています。

きりとり線

※　この感謝状を書いた時のお気持ちを簡単に記入してください。選考には関係ありません。

【応　募　者】

住　所

氏　名
ふ り が な

性　別　　　男　・　女

年　齢　　　　　　　歳　（学年　年） 連絡先（電話番号）

中国の文豪Ā魯迅āとあわら市出身のĀ藤野厳九郎ā

明治37（1904）年、仙台医学専門学校の解剖学教授であった藤野厳九郎は、一人の中国人留学生と出会いました。藤野は、講

義ノートの添削などを通じて、その留学生を懇切丁寧に指導しました。藤野の人柄に感銘した留学生は、医学を捨て文学を志した

後も、藤野厳九郎を終生の師と仰ぎ、小説Ā藤野先生āを著しました。この留学生こそが、後に中国近代文学の父と呼ばれる文豪・

魯迅でした。小説Ā藤野先生āは中国の教科書に掲載されていて、藤野先生を知らない中国人はいないと言われています。

昭和58年５月、あわら市（当時芦原町）と紹興市は、この二人の師弟愛を機縁として友好市町の締結を行い、以来、人と人と

の交流を主眼に、両市の交流を深めてきました。

魯迅故里（紹興市）

第4回男女共同参画に関する「感謝状」応募用紙
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市体育指導委員を紹介します

皆さんこんにちは！市体育指導委員会（通称 たいし ）です。

今期から５人の新人さんを迎え、総勢26人で市教育委員会が開

催する大会やスポーツ教室の企画・運営協力、ニュースポーツの

普及指導などの活動を行っています。

ニュースポーツの実技指導やスポーツに関する相談がありまし

たらお気軽に声をかけてください。

氏　　 名 性 別 行 政 区 役　　職　　

1 坪田　正武 男 山　室 委員長

2 永井　和廣 男 上八日 副委員長

3 吉田　昭博 男 仏徳寺 副委員長

4 高橋ひろみ 女 若葉台 副委員長

5 岡田　正敏 男 向ヶ丘

6 細川　恭子 女 細呂木駅前

7 橋本　孝一 男 古

8 能　　正治 男 細呂木

9 加藤　順弘 男 重　義

10 竹島　佳高 男 北潟西

11 港道　則男 男 波　松

12 高平　治幸 男 中　浜

13 藤井きみ子 女 伊　井

14 舘　　　繁 男 北潟西

15 山下　紀幸 男 国　影

16 下出　良一 男 東　山

17 山田三惠子 女 田中温泉

18 寺崎　匡代 女 轟　木

19 京藤　康生 男 浜　坂

20 守屋　維雄 男 東

21 江畑　将享 男 中　浜

22 山田　清美 女 旭 ★新人

23 北田　延子 女 笹　岡 ★新人

24 中瀬　勝則 男 名泉郷　 ★新人

25 堂前　秋晴 男 権世市野々 ★新人

■問合せ スポーツ課　　☎73-8043

市体育指導委員名簿　（任期　20年４月１日〜22年３月31日）

ソフトバレーボール

26 岡田　真里 男 東温泉 ★新人



あわら市職員採用候補者試験案内

来年４月採用予定の職員採用候補者試験を次のとおり行います。

■試験区分、採用予定人員等

※　採用予定人員は、職員の欠員状況により変更することがあります。

※　日本国籍を有しない人および地方公務員法に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。

■受付期間 7月28日(月)〜8月18日(月) 8:30〜17:30 (土・日曜日を除く。)

■申込方法 総務課備え付けの申込書に必要事項を記入し、提出してください。申込書を郵便で請求する場

合は、封筒の表に「職員採用候補者試験申込書請求」と朱書し、120円分の切手を貼った返信用

封筒（角形２号サイズ）を同封してください。

■1次試験 9月21日(日) 9:00〜12:30

■と こ ろ 福井市文京3丁目9-1 福井大学

■内　　容 教養試験および適性検査

2次試験については、1次試験合格者にお知らせします。

■問合せ・申込書提出先

〒919-0692

あわら市市姫三丁目１番１号

あわら市総務部総務課人事グループ　☎73-8002

※ 採用試験の詳細は、市ホームページでご確認ください。また「ふくｅ−ねっと電子申請サ

ービス」を利用しての受験申込みもできます。ふく�-ねっと（����://���.�������.�-	����.�
.�/）

の電子申請・施設予約窓口から申込みください。
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試　験

区　分

採用予定

人　　員

受験資格

資 格 な ど 生年月日

事　務 ８人

技　術

学歴・性別

土木（ 農業土木を含む。）または
建築に関する学科を履修した人

２人

問いません。

昭和53年4月2日から

平成３年４月１日まで

に生まれた人

学校での専攻や学科は問いません。

お知らせ

市税の滞納

差押えなどの処分を強化

市では、本年４月から市税などの徴収を専門的に

行う収納推進課を設置するとともに徴収嘱託員を３

人に増員し、徴収体制を強化しています。

◆納期内の納付を

税金は、納期内に納めていただくことが原則です。

滞納すると督促手数料や延滞金が加算され、さらに

負担が重くなりますので、必ず納期内に納付しまし

ょう。

◆滞納処分を行います

滞納となっている税金を放置しておくことは、納

期内に納付していただいている大多数の納税義務者

との公平性を欠くことになります。このようなこと

から、納付できる資力がありながら納付しない滞納

者に対し、滞納処分を積極的に行います。

◆納税に困ったら必ずご相談を

病気や失業など、やむを得ない事情がある人につ

いては、分割して納付する方法や納税を一定期間猶

予する制度がありますので、相談にお越しください。

■問合せ 収納推進課　収納Ｇ　☎73-8013
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お知らせ

臨時職員を募集します

■募集人員 学校給食センター調理師 １人

■免許資格 調理師免許

■年　　齢 60歳まで

■業務内容 学校給食の調理

■勤 務 日 給食実施日

■勤務時間 8:15〜17:15

■雇用期間 ９月１日から

■賃　　金 日額 6,500円

■応募締切 ８月８日(金)

■申 込 み 履歴書を持参または郵送してください。

〒910-4105 あわら市舟津３-84

あわら市学校給食センター

■問 合 せ 学校給食センター　☎78-5054

農業に欠かせない「水」について
学習してみませんか？

あわら市、坂井市の農地を潤している水はどこか

ら流れどのようにして田畑に供給されるのか？農業

と水に関する身近な疑問について、夏休みを利用し

て親子で体験学習をしてみませんか。

■と　き ８月９日（土）9:00〜16:30

■ところ 坂井市役所丸岡総合支所

■内　容 鳴鹿大せき、わくわくRIVER CAN、国営

九頭竜川下流地区事業、中央管理所など

の見学

■対　象 あわら市、坂井市に在住の親子30人

■参加費 １人 500円（参加費にはバス代、昼食、

飲み物代を含みます。）

■申込み ７月22日(火)から

（定員になり次第締め切ります。）

■問合せ ＮＯＳＡＩ福井　坂井支所

☎72-0078 FAX72-0085

ＹＯＮＥＴＳＵ−ＫＡＮささおか
指定管理者募集

福井坂井地区広域市町村圏事務組合では、次の施

設の指定管理者を募集しています。

■施 設 名 ＹＯＮＥＴＳＵ−ＫＡＮささおか

■と こ ろ あわら市笹岡33字88番地2 ☎74-2221

■応募資格 あわら市、福井市、坂井市、永平寺町

に主たる事業所を有する法人その他の

団体

■応募締切 ８月20日(水)まで　

8:30〜17:30（土・日曜日、祝日を除く）

■募集要項 募集要項や仕様書、申請書などはホー

ページ（����://���.	����.�������.���/）

からダウンロードするか、清掃セン

タ−で受け取ってください。

詳しくは、清掃センタ−にお問い合わ

せください。

■問 合 せ 福井坂井地区広域市町村圏事務組合

清掃センタ−　☎74-2230

使い捨てライターの分別のお願い

６月18日、剱岳地区の不燃ごみ収集時に、ごみ収

集車の火災が発生しました。不燃ごみの中に多数の

使い捨てライターが混入していたことから、それが

火災の原因だと思われます。このような事故を防止

するため、４月１日より使い捨てライターの分別収

集をお願いしているところですが、未だ徹底されて

いないようです。市民の皆さまにはお手数をおかけ

しますが、危険な事故を防止するため、分別収集に

ご協力をお願いします。

■問合せ 市民生活課　生活環境Ｇ　☎73-8018

都市公園等の指定管理者募集

市では、次の公園について21年４月から管理を行

う指定管理者を募集します。

■公 園 名 クレヨンランドかなづ

あわら市大溝三丁目1202番地

ふれあい公園

あわら市市姫三丁目2001番地

■応募資格 県内に主たる事業所を有する法人その

他の団体で、上記２つの公園を一括管

理できるもの

■応募締切 ９月12日(金)まで

■募集要項 募集要項や業務仕様書、申請書は、７

月28日から市ホームページで公表する

ほか、建設課で配布します。

■問 合 せ 建設課　☎73-8031
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第5回 行燈コンテスト参加者募集

■作品規格

サイズ 上限は縦50��、横80��、高さ100��

素　材 自由（灯りはロウソク点灯によること）

■応募資格 市内に在住または勤務している個人、

家族、グループ、企業など

■応募方法 市商工会（本所および支所）の窓口

で、所定の出品申込書に必要項目を記

入のうえ、お申し込みください。

作品の提出日や方法などは、受付時

にお知らせします。

■受付締切 ８月５日(火) （土・日曜日を除く）

■募　　集　一般の部、１人(グループ）２作品まで

（未発表の作品に限る。）

■展示場所 芦の湯通り（市道温泉３号線）周辺

８月８日(金)・９日(土)

■問 合 せ 市商工会　本所　☎73-0248

支所　☎78-6311

お知らせ

第３回 あわら湯かけまつり

今年もあわら湯のまち駅前多目的広場とあわら温泉

街を会場に「あわら湯かけまつり」が開催されます。

期間中、湯かけみこしの巡行や民踊の夕べのほか、

多彩なステージイベントが予定されています。

あわらの熱い夏をお楽しみください。

■と　き　８月８日(金)・９日(土)

■ところ 湯のまち駅前多目的広場・温泉街

■問合せ 市観光協会 ☎77-2040

北潟まつり

■と　き ７月26日(土)・27日(日)

みこし巡行　11:00〜17:00

■ところ 北潟東・西区内、安楽寺境内

第27回吉崎湖畔の夕べ 夏まつり

■と　き ７月26日(土) 18:30〜

■ところ 吉崎汀公園・蓮如上人記念館鳳凰閣

■内　容 ●吉崎汀公園

（ステージ部門、模擬店、お茶席）

●蓮如上人記念館鳳凰閣

(作品展示：28日まで）

※　26日　　 13:00〜20:00

27、28日　9:00〜17:00

■問合せ 吉崎公民館 ☎75-1205
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● 保険料の納め方

後期高齢者医療保険料の納入方法は、年金からの天引き（特別徴収）と納付書での納入（普通徴収）が

あります。

保険料の額と納め方については、7月中に送付する「平成20年度保険料額決定通知書」でお知らせします。

★ 特別徴収の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★ 普通徴収の場合

※　すでに年金から天引きされている人は、引き続き年金からの天引き（特別徴収）になります。

※　年金から天引きされなかった人は、保険料額決定通知書に同封した納入通知書により金融機関

（郵便局を除く。）または市役所会計課で納めてください。

・郵便局で納付を希望される場合は、郵便局専用納付書を発行しますので、健康長寿課へご連

絡ください。

● 後期高齢者医療加入前に社会保険などに加入していた人へ

★社会保険などの被保険者本人であった人

・７ă８ă９月分は納入通知書で、10月以降は年金天引きで納めることになります。

★後期高齢者医療制度加入前に社会保険などの被保険者の被扶養者であった人

・10月分から特別徴収または普通徴収で納めることになります。

・制度加入から２年間は、特例措置により所得割が免除され、均等割も５割軽減されます。

ただし、20年度については、４月〜９月は保険料が免除され、10月〜３月は均等割が９割

軽減されることにより保険料は2,100円となります。

※　普通徴収の対象になるのは、次に該当する人です。

❶年金の受給額が年額18万円未満の人

❷後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金受給額の２分の１を超える人

● 自己負担割合の判定について

医療機関に受診されるときの自己負担割合を20年度の住民税課税所得に基づき再判定します。新しい負

担割合は８月1日から適用されます。負担割合が変更となる人には７月中にお知らせしますので、保険証の

変更手続きを行ってください。負担割合が変わらない人は、現在の保険証を引き続きお使いください。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

４月15日 ６月13日 ８月15日 10月15日 12月15日 ２月13日

仮徴収 本徴収

18年中の所得により計算した保

険料見込み額のおよそ半分の額

を、４ă６ă８月の３回に分けて年

金から天引きします。

※仮徴収額は、４月にĀ保険料仮

徴収額決定通知書āでお知らせし

ています。

平成20年度保険料決定通知書で

お知らせする保険料の額は、19

年中の所得により計算し確定し

た額です。

20年度の年間保険料額から仮徴

収した額を差し引いた額を、10ă

12ă２月の３回に分けて、年金か

ら天引きします。

20年度後期高齢者医療保険料について

第１期 ７月31日

第２期 ９月１日

第３期 ９月30日

第４期 10月31日

第５期 12月１日

第６期 １月５日

第７期 ２月２日

第８期 ３月２日

お知らせ
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第 17 回 越前・日本海ハイ！ウォークツー参加者募集

歴史と自然を満喫できるウォーキング大会です。たくさんの人の参加をお待ちしています。

■と き ９月13日(土)・14日(日) ※雨天決行（悪天候の場合は、中止することがあります。）

■集合場所 13日　三国サンセットビーチ駐車場　受付　7:30〜

14日　永平寺町役場永平寺支所　　　受付　7:30〜

■参 加 費 一般　　　　 1,500円

高校生以下　　500円

■申込締切 ８月19日(火)

申込用紙は、福井坂井地区広域市町村圏事務組合にあります。当日受け付けも可能です。

■問 合 せ 越前・日本海ハイ！ウォークツー実行委員会（福井坂井地区広域市町村圏事務組合内）

〒910-0018 福井市田原1-13-6 ☎20-5050 FAX20-5058

■募集締切 ９月８日(月)まで

(当日消印・送信有効です）

■内　　容 「食べ残しをしない」、「マイバッグを

使う」、「ポイ捨てをしない」など、ご

みの減量化やリサイクルの促進に関す

るもの

■募集作品

◎絵手紙部門（絵と文字の組み合わせ）

文字数は31文字以内、大きさは普通はがきまたは

同サイズ（15��×10��）の用紙

製作方法は、絵の具や色鉛筆など自由（写真、パ

ソコンでの作品は不可）

◎標語部門（川柳なども可）

文字数は31文字以内、はがき、ＦＡＸ、電子メー

ルによる

■応募資格 県内に在住または通勤・通学している人

■応募方法 作品（絵手紙は作品の裏面）に、氏名

ふりがな、住所、電話番号、小学生・

中学生・高校生は学校名、学年、一般

の人は年齢を明記のうえ、応募してく

ださい。

■表　　彰

・最優秀賞　１点　賞状・副賞（１万円相当）

・優秀賞　　１点　賞状・副賞（５千円相当）

・佳作　　　３点　賞状・副賞（３千円相当）

・各部門の小学生の部、中学生・高校生の部、一

般の部ごとに表彰します。

■応募先・問合せ

〒910-8580 福井県安全環境部廃棄物対策課

リサイクル推進室

☎20-0382 FAX20-0679

メールアドレス　������@���	.	����.�
.� 

URL ����://���.���	.	����.�
.�/���/������/

「３Ｒ
スリーアール

推進メッセージ」募集
３Ｒ（スリーアール）とは、ごみを出さない「リデュース」、使える

ものは繰り返し使う「リユース」、資源として再利用する「リサイクル」

の３つの頭文字をとったもので、資源を大切にするための行動を表し

ています。
ごみを減らし、リサイクルを進めることについて

絵手紙、標語を募集します！

お知らせ
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お知らせ

木造住宅の耐震改修一部補助

木造住宅の耐震改修工事をされる人
に改修費用の補助をします。

■対象住宅 昭和56年５月31日以前に着工された３

階建てまでの在来軸組工法または枠組

壁工法による一戸建ての木造住宅で、

17年度から19年度までに耐震診断を受

け、その結果倒壊する可能性があると

判定された住宅（併用住宅の場合は、

延床面積の２分の１が住宅の用途であ

ること。）

■対 象 者 17年度から19年度までに、市が実施し

ている木造住宅の耐震診断を受けた人

で、市税を滞納していない人

■対象工事 ・耐震化向上のための改修工事

・県木造住宅耐震診断士が補強計画を

作成し、監理をする工事

・県木造住宅耐震促進協議会が認める

耐震性能が向上する工事

■募集期間　７月16日(水)〜７月31日(木) 

■募集件数　６件（応募多数の場合は抽選）

■補助金額 対象工事費の３分の２（６０万円上限）

■問 合 せ 建設課　整備管理G ☎73-8031

エコライフ住宅展（モデルプラン）
宅地分譲現地販売会

■と　き ８月２日(土) ３日(日) 完成見学会開催

８月14日(木) 15日(金)

■ところ 花乃杜三丁目　花乃杜ハイツ

■受　付 花乃杜ハイツ内　現地販売事務所

■時　間 9:30〜17:00

◆エコライフ住宅フェアとは

公社が推奨するプレハブメーカーや県内木造建築

業者が、エコライフをテーマに住まいのモデルを

提案するもの

◆特典のご案内

公社が推奨するプレハブメーカーや県内木造建築

業者で住宅建築をすると、土地代を特別に優遇し

ます。

■問合せ 県住宅供給公社　☎21-0010（住宅課）

現地案内会場 ☎携帯090-1638-1101ă1102

古屋石塚テクノパークの予約販売

21年３月に完成（予定）の古屋石塚テクノパーク分譲地（３区画 ）の予約販売を開始します。

■物件概要

○所在地　古屋石塚（車でJR芦原温泉駅まで10分、金津ICまで15分）

■売買価格 15,000円/�２（販売予定価格）

■募集企業 製造業、情報サービス業、試験研究所

■問 合 せ 観光商工課　企業誘致室　☎73-8030

区画番号 分譲面積 備　考

Ａ区画 27,624�２

上下水道完備

農工指定

優遇制度：市企業立地助成金など

Ｂ区画 10,296�２

Ｃ区画 11,549�２
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８月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

クラブ活動日

伊井ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間★

細呂木ă橋屋ă蓮ヶ浦ă

坂口ă樋山ă滝ă駅前ă青

ノ木ă宮谷ă吉崎

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

金津

桑原・古屋石塚★

一般利用日

クラブ活動日

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・御簾

尾・上野・剱岳★

一般利用日

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

★

一般利用日

百　寿　苑

01 金 山方ă里方ă温泉★

04 月北潟・浜坂

05 火 一般利用日

６水 新郷

07 木 一般利用日

8 金 本荘全地区★

11 月 波松

12 火 一般利用日

13 水 一般利用日

14 木 休館日

15 金 休館日

18 月 山方ă里方ă温泉

19 火 一般利用日

20 水 北潟・浜坂

21 木 一般利用日

22 金 新郷★

25 月 本荘全地区

26 火 波松

27 水 一般利用日

28 木 一般利用日

29 金 北潟・浜坂★

★は通所事業です。クラブ活動日は入浴できません。

九頭竜湖・麻那姫湖サマーフェスタ開催

■と　き 7月26日(土)〜27日(日)

■ところ　メイン会場　九頭竜国民休養地

サブ会場　 九頭竜ダム・真名川ダム

■問合せ 森と湖に親しむ旬間

全国行事現地実行委員会事務局

☎0779-66-5300

����//���.��������2008.���/

第58回Ā社会を明るくする運動ā展開中！

■期　間 ７月１日(火)〜31日(木) 

現在、あわら市社明運動実施委員会では、法務省が主唱する

『社会を明るくする運動』を展開中です。

この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した

人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力

を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的

な活動です。

夏の献血キャンペーン2008

夏場は、輸血用血液が不足します。ぜひ、献血にご協力くだ

さい！

キャンペーン中は、イベント開催やグッズをプレゼント。血

小板成分献血の受付をした人には、日替わりのサービスを行っ

ています。

■期　間　７月１日(火)〜８月31日(日)

土曜日を除く毎日

■ところ 福井市月見3-3-23

福井県赤十字血液センター　

■問合せ 福井県赤十字血液センター　☎36-0221

����://���.	����.��.��.��.�

Āくらしなんでも相談ā の実施

法律問題をはじめ、日ごろ、くらしの中で困っていることに

たいして、弁護士や金融の専門家などが相談に応じます。

相談は無料です。気軽にお越しください。

■と　き ８月24日(日) 13:00〜16:00

■ところ 北陸労働金庫金津支店

■問合せ 福井県労働者福祉協議会　☎21-5929

お知らせ
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福井地震から60年を

迎えた６月28日、三国

競艇駐車場で官民約1200人が参

加して消防総合訓練が実施されま

した。住民によるバケツリレーや

消防団による水防活動訓練、消防

署員らによる倒壊家屋や中高層建

物内の負傷者救出訓練、防災ヘリ

コプターとの連携訓練などが行わ

れました。何ともいえない緊張感

に包まれた会場で繰り広げられた

各種訓練は、各人の連携良く、て

きぱきと迅速に行われていました。

なぜか私の心臓は、普段にも増し

て速く鼓動していました。（利）

H20.６.１〜６.30 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

三国競艇開催日

河田　葵衣
あ お い

女 圭悟 弓子 波　松

遠藤　詩歩
し ほ

女 光男 美鈴 宮　王

竹村　萌花
も か

女 直己 沙也香 新　富

薮腰　澪音
れ の

男 正明 ゆかり 清　間

大辻　彩夏
さ な

女 俊裕 潤子 番　田

上野　莉来
り ら

女 治 香里 指　中

荒木　笑
にこ

女 寛隆 舞美 伊　井

柳沢　柚
ゆず

女 昌輝 ひとみ 新

上野　成祥
じょうしょう

男 成観 祥子 下八日

長谷川空飛
く う と

男 太佑 智子 赤　尾

石丸　久美
く み

女 和利 昭子 二面温泉

北野こはる 女 裕史 さや香 東温泉

竹山　智基
さとき

男 隆雄 公美子 滝

出かけてみませんか？となりまちへ

山中温泉夏まつり

趣のある街道を歩きながら、昔懐か

しい夏祭りをお楽しみください。夜店

縁日、湯立神楽の奉納、富くじなどが

あります。

と　き ７月25日(金)〜８月24日(日)

ところ 長谷部神社境内〜参道〜ゆげ

街道〜湯の出町商店街〜菊の

湯・山中座

問合せ 山中温泉観光協会

☎(0761)78-0330

７/31(木)〜８ /３(日)

８/ ７(木)〜８/10(日)

８/13(水)〜８/18(月)

８/22(金)〜８/25(月)

「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

サマージャンボ宝くじ
（第544回全国自治宝くじ）
が発売されます。

■発売期間

７月14日(月)〜 ８月１日(金)

■価　　格 １枚　300円

■抽せん日 ８月12日(火)

■当選金額

１等　　　　　 ２億円

１等前後賞　　　5,000万円

２等　　　　　 １億円

３等　　　　　　1,000万円

ジャンボ30周年記念賞

３万円 ８万本

お知らせ

８月は経済産業省主唱に
よるĀ電気使用安全月間ā
です

電気はムダなく安全に使いましょう。

■問合せ（財）北陸電気保安協会

福井支部　☎24-5513

平成20年度刑務官募集
（高校卒程度）

■受付期間 ７月22日(火)

〜８月５日(火)

■受験資格 昭和54年４月２日か

ら平成３年４月１日

までに生まれた人で、

高校卒業程度

■申 込 先 〒918-8101

福井市一本木町52

■問 合 せ 福井刑務所

庶務課人事係

☎36-3220

《ゆずります》
平御膳

足付御膳

パイプベッド

《ゆずってください》

掃除機

車椅子

大人用自転車

剣道の防具（小学生用）一式

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

初馬北斎翁遺作展

■と　き 8月９日(土)・10日(日)

9:00〜16:00

■ところ �����（テンポ）

温泉１丁目 駅前通

■料　金 無料

※ 初馬北斎は、旧北潟村（現在の

北潟東）生まれ。彫刻家を志し、

上京。Ā新制作協会āの中央展に入

選するなど才能を開花させまし

た。戦後福井に戻り、らんまや仏

像、獅子、馬など木彫作品を制作。

今回は木彫仏像のほか、神社仏閣

に納めた彫刻の写真などを展示し

ます。



８月 くらしのカレンダー
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土金木水火月日

■■内 坂 井 医 院(あわら) 77-3060

■内松浦耳鼻咽喉科医院(春江) 51-1187

■■外 あんねん整形外科医院(春江) 58-0500

休
日
当
番
医

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内ĕĻĞļĎクリニックきかわ小児科(春江) 58-0033

■外 伊藤クリニック(丸岡) 66-1251

休
日
当
番
医

■内 坂井内科クリニック(あわら) 77-1070

■外石黒皮膚科クリニック(春江) 51-6700

■外 キムクリニック(丸岡) 67-3000

休
日
当
番
医

■■■内 柴 田 医 院(あわら) 78-6263

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外中瀬 整 形 外 科(丸岡) 67-3777

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 ����://���.����.�����.	����.�/

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

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

市民健診（基・肺・骨）
13:00〜14;15 坪江ĘĮċĤġĆĜĻĞĎ
市民大学講座
19:30〜21:00 中央公民館
教育相談・親の会
19:30〜　湯のまち公民館

育児教室Āおはなしā
10:30〜11:30 子育て支援センター
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

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 中央公民館・さくらセンター

１歳６ヶ月児健診 13:00〜14:15  保健センター
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・歯）
18:30〜19:30 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

夏休み工作教室
10:15〜　芦原図書館

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

市民健診
（基・肺・胃） 8:00〜10:00  中央公民館
（子宮・乳・歯・骨）13:00〜14:15  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

心配ごと・無料法律相談 13:00〜16:00 百寿苑
結婚相談　13:30〜16:00 市姫荘

７０歳教室
10:00〜11:30 保健センター
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

お楽しみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター
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

市民健診
（基・肺・胃） 8:30〜10:00 吉崎蓮如の里
いきいき介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター

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

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

8月の納期限は

25日です。

市県民税　　　 （第2期）

国民健康保険税 （第2期）

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

１ 2

3 4 5 6燃やせないごみ収集日 ７ ８ ９

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20燃やせないごみ収集日 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

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

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

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑
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

もぐもぐ教室
9:40〜12:00 保健センター

13:30〜15:30 吉崎公民館

農地法に基づく許可申請締切日 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

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

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 本荘公民館

13:30〜15:30 北潟公民館
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 湯のまち公民館・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

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

市民健診
（基・肺・胃） 8:00〜10:00 伊井公民館
（子宮・乳・骨）13:00〜14:15 伊井公民館

植物の名前を聞く会
13:30〜15:00 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

あわら市の人口

31,352人 (−24)

20年 7月１日現在　

男 14 ,8１０ 人 (− 3 )

女 16 ,5４２ 人 (−21 )

世帯数 10 ,2３８ 世帯 (＋ 4 )

( )は前月比

■■■■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

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）

市民生活課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所


	ページ01
	ページ02
	ページ03
	ページ04
	ページ05
	ページ06
	ページ07
	ページ08
	ページ09
	ページ10
	ページ11
	ページ12
	ページ13
	ページ14
	ページ15
	ページ16
	ページ17
	ページ18
	ページ19
	ページ20

