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森がアート空間に！　金津創作の森 (野外) ２月10日

昼の様子
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　住民票や戸籍、税証明などの交付

と収納事務につきましては、市民課

芦原分室でも取り扱います。　　　

※　業務時間　８:30〜17:30（平日のみ）
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４月１日から、市役所の組織と配置が変わります

庁舎の統合に伴い、
６部２事務局19課を５部２事務局18課に再編成

４月１日から、金津庁舎と芦原庁舎を統合し、金津庁舎を「あわら市役所」といたします。

また、厳しい財政状況を踏まえ、行政組織のスリム化を図るとともに、社会情勢の変化や多様な行政ニー

ズに対応するための効率的で柔軟な組織づくりを目指し、部・課の再編など、組織の一部を見直します。

これにより、各課の配置や取扱業務の一部が変わりますので、お間違えのないようご注意ください。

なお、業務時間につきましても、職員の勤務時間を国の制度に合わせることにいたしましたので、これま

でより15分間延長し、８:30から17:30までといたします。

新設・再編した組織の内容

○政策調整課を「政策推進課」に改めます。

○市民生活部と福祉保健部を統合し「市民福祉部」を新設します。

○市民課の国民健康保険と老人保健の業務を、健康長寿課に移行します。

○社会福祉課を「福祉課」に改めます。

○観光商工課に「企業誘致室」を新設します。

○都市整備課を建設課に統合し、建設課に「新幹線推進室」を新設します。

それぞれの課の配置

○金津庁舎１・２階の課の配置を変更します。

○芦原庁舎の農林水産課、観光商工課、建設課、上下水道課、教育総務課、文化学習課、スポーツ課は、

金津庁舎に配置します。

○芦原庁舎の市民課芦原分室は、市保健センターに配置し、住民票や戸籍、税証明などの交付と収納事務

を扱います。

休日の戸籍届出

これまで、芦原庁舎で取り扱ってきた休日（土・日曜日、祝日、12月29日〜１月３日）の戸籍届出

（死亡届や婚姻届など）は、芦原庁舎の無人化に伴い、３月31日(土)以降、市役所（金津庁舎）でのみ受

け付けます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

３月中の事務所移転

移転作業の都合により、現在、金津庁舎１・２階にある各課は、３月26日(月)から新しい配置場所に移

転します。各課の配置場所は、３ページの市役所フロア案内でご確認ください。

４月１日から、時間外の証明書発行は、金津庁舎でのみ行います

市民課と市民課芦原分室では、毎週火曜日に窓口業務を延長し、住民票や証明書を交付していますが、

４月以降、これらのサービスは、市役所（金津庁舎）でのみ行います。

窓口延長 毎週火曜日　17:30〜19:00

日曜窓口 毎週日曜日　８:30〜12:00

電話予約 受付時間　　８:30〜17:00（平日のみ）

交付時間　　17:30〜19:00（平日） ８:30〜17:00（休日）

※ 電話で、必要な証明書（戸籍関係は除く）を予約すると、交付時間内の

ご希望の時間に、証明書をお渡しすることができます。（年末年始は除く）

■問合せ 市民課　市民窓口Ｇ　☎73-8014

あわら市役所フロア案内
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投票できる人は？
今回の選挙で投票できるのは、次の２つの要件を満たす人です。

❶ 日本国民で投票日当日、満20歳以上の人（昭和62年４月９日以前に生まれた人）

❷ 選挙人名簿の登録基準日において、引き続き３カ月以上あわら市の住民基本台帳に登録され、選挙

人名簿に登録されている人。なお、福井県知事選挙の登録基準日は３月21日、福井県議会議員選挙の

登録基準日は３月29日です。

投票場所は？
投票区は次のとおりです。投票所入場券にも記載していますので、ご確認ください。

投票時間は、7:00〜20:00です。

17年から、第１投票区の投票所を変更していますので、お間違えのないようご注意ください。

4月8日 (日) は福井県知事および福井県議会議員選挙の投票日です

投票区 投票所 投票区の区域（行政区）

第１投票区 芦原南幼児園
舟津温泉、二面温泉、田中温泉、東温泉、西温泉、舟津、田中々

堀江十楽、布目

第２投票区 農業者トレーニングセンター 二面、牛山、松影、国影、新成、井江葭、横垣、宮王、重義、番田

第３投票区 轟木新田ふれあいセンター 轟木、新田

第４投票区 本荘公民館 谷畠、上番、根上り、仏徳寺、御鷹、中番、下番、玉木、光明、翠明

第５投票区 新郷小学校 河間、宮前公文、北本堂、角屋、中浜、河水苑

第６投票区 北潟公民館 北潟東、北潟西、赤尾、富津

第７投票区 波松小学校 波松、城、城新田、番堂野、十三

第８投票区 蓮如の里会館 浜坂、岩崎、寺町、中鍛冶、下浜、吉崎新用、吉崎春日

第９投票区 湖東会館 坂口、蓮ケ浦、細呂木、橋屋、樋山

第10投票区 細呂木公民館 滝、青ノ木、宮谷、指中、沢、細呂木駅前

第11投票区 熊坂農村環境改善センター 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷、名泉郷

第12投票区 坪江コミュニティセンター
中川、東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾、北野、北

前谷、笹岡、上野

第13投票区 剱岳農村環境改善センター 東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々

第14投票区 伊井公民館 伊井、古屋石塚、桑原、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口

第15投票区 さくらセンター 清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威、日の出

第16投票区 金津小学校
旭、新富、天王、水口、十日、脇出、上八日、八日、下八日、坂ノ下

稲荷山、千束、春日、中央、向ケ丘、若葉台、桜ケ丘、山室、高塚

第17投票区 中央公民館 東善寺、新、古、東、六日、新用、馬場、榛ノ木原、北稲越

期日前投票　手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。

投票日当日、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭、出産の予定などの事情で、投票所に行けないと見込

まれる人は、期日前投票をすることができます。

期　　間 知事選挙　　　　３月23日(金)から４月７日(土)まで

県議会議員選挙　３月31日(土)から４月７日(土)まで

投票時間 8:30〜20:00

場　　所 市保健センター（芦原庁舎横） 期日前投票所

市役所１階102会議室　　　　　　期日前投票所

※　どちらの投票所でも投票できます。

持 参 物 投票所入場券（入場券をお持ちでない場合は、ご本人であることを証明できるもの

（運転免許証など）をご提示いただきます。）

期日前投票にも来られない場合には、

不在者投票をご利用ください。

受付期間は期日前投票と同じですが、投票日当日までに市選挙管理委員会に到着しないと、投票は無

効になります。ご注意ください。

❶ 指定病院などで投票する場合

指定病院や指定老人ホームなどに入院・入所されている人は、それぞれの病院や施設で、不在者

投票をすることができます。各病院や施設にお問い合わせください。

❷ 滞在地の市区町村で投票する場合（あわら市に住民登録のある人のみ）

仕事や通学などで、あわら市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理

委員会で、不在者投票をすることができます。市選挙管理委員会にお問い合わせください。

❸ 郵便で投票する場合

身体に重度の障害などがある人は、郵便による不在者投票ができます。また、手や視覚に障害が

あるため、自分で記載できない人は、代理記載による不在者投票もできます。

ただし、この制度で投票する場合には、あらかじめ、市選挙管理委員会から、郵便投票証明書の

交付を受けなければなりません。詳しい内容は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

■問合せ あわら市選挙管理委員会　☎73-8004



この像は、昨年２月に、北京魯迅博物館の孫毅館長があわら市

を訪れた際に、松木市長から、藤野厳九郎と魯迅の胸像の交換を

申し出て、このほど実現したものです。

右側の魯迅の胸像は、２月22日㈭に北京魯迅博物館から到着

しました。除幕式は、３月23日㈮9:30から、藤野厳九郎記念館で

行います。
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市長室から
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●平成19年度あわら市一般会計予算

国にあっては、三位一体の改革に続き、国庫補助

金・負担金の減額や地方交付税の抑制方針を打ち出

しており、19年度の当初予算編成は、大変厳しい

ものとなっています。

予算編成方針としては、「あわら市総合振興計画」

に掲げる各種事業を着実に推進するため、各分野に

バランスよく予算を配分するとともに、経常経費の

削減や合併特例債の有効活用、一般起債の抑制のほ

か、公共下水道事業に企業会計を導入するなど、一

般会計から特別会計への繰出金の抑制に努め、実質

公債費比率や経常収支比率など、財政指標の改善に

留意した内容となっています。具体的には、17年

度の実質公債費比率17.6パーセントを、21年度ま

でに14パーセント台に、経常収支比率81.9パーセ

ントを、19年度の決算では80パーセント前後にし

たいと考えています。

国にあっては、地方公共団体の健全化を計る指標

として、新たに、連結実質赤字比率や将来負担比率

などを導入するとのことであり、地方交付税では、

インセンティブ算入が拡充され、行政改革や企業誘

致、人口増加などを基に「地方の頑張りの成果」を

反映させる考えであり、これらへの積極的な対応が

求められています。

私といたしましては、統合中学校に象徴されるよ

うに、あわら市の将来を十分に見据えたうえで、大

胆な決断によるまちづくりを進めていく必要がある

と考えています。

一般会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ111億

7,000万円で、前年度比４億9,000万円、4.2％の減

となっています。この要因としては、坂井北部丘陵

地の国営総合農地開発事業の償還補助金２億4,198

万１千円が、18年度をもって終了したこと。また、

退職職員の不補充などによる人件費１億6,525万円

の削減などがあげられます。

歳入では、国から地方への本格税源移譲などによ

り、市税が４億9,915万１千円、12.7パーセント増

となっていますが、特例交付金の縮小や所得譲与税、

減税補てん債の廃止などにより、当初予算段階での

財源不足は解消できず、財政調整基金から４億

3,000万円、ふるさと創生基金から6,353万１千円

の取り崩しを計上しています。

一方の歳出では、新規事業20件（３億8,602万７

千円）を計上しています。

【主な事業】

◆ＪＲ芦原温泉駅周辺整備事業 ２億3,300万円

◆公営住宅ストック総合改善事業 4,154万円

◆農地・水・環境保全向上活動支援事業3,322万円

◆放課後児童健全育成事業

（芦原、本荘、古町児童クラブ新設） 637万円

◆特定不妊治療費助成 150万円

◆統合中学校建設事業(基本計画策定ほか) 630万円

◆各小学校ＡＥＤ(自動体外式除細動器)配備

269万円
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上手にできたよ！
◆２月３日　北潟幼児園　

園児たちの発表会「お楽しみ会」が開かれました。可愛い園

児たちの一生懸命な様子に、お父さんやお母さんは拍手喝采！

園児たちの発表の後は、保育士による歌劇が披露されました。

オーストラリアと日本
◆２月10日　セントピアあわら

オーストラリアで行われた「DREAM SEED IN MEL-

BOURNE」の報告展が行われました。メルボルンや日本でのワ

ークショップの様子や当日の様子、アーティスト高橋匡太さん

から届いたメッセージなどが展示されていました。

交通安全チョコレート
◆２月11日　子育て支援センター調理室

交通安全母の会の皆さんが「いつも安全運転ありがとう」とい

う想いを込め、バスやタクシーの運転手さんに、手作りチョコレ

ートを手渡しました。プレゼントされた運転手さんは、少し照れ

くさそうにほほ笑みながら、うれしそうに受け取っていました。

たくさんの人が訪れました
◆２月12日　金津創作の森

アカリ・イマージュ「冬を楽しむあかり展」の関連イベント

として、野外を使った「冬のヒカリ・森のあかり」が行われま

した。真っ暗な地面や木々に映像を映し出す「Forest；snow」

とロウソクを使った「Light in forest」。訪れた人たちは、全く

違う雰囲気の２つの作品を楽しんでいました。

なが〜く続いています
◆２月17日　芦原庁舎

「坂井地区ふるさとづくり大会」が行われ、

この１年の実践活動が発表されました。発表

した「おはなしホイホイ」は、紙芝居と手遊

びを披露。金津図書館に子どもと一緒に見に

来るお父さんの中には「自分もこれを見て育

った」という人もいるそうです。

中学生議場へ！
◆２月20日　議場　

芦原・金津両中学生の２年生による議会を開催しました。議

場では、市議会さながらの緊張した雰囲気が漂い、一般質問を

した中学生議員は、理事者の答弁に熱心に耳を傾け、理解に努

めていました。

立派な表彰旗でした
◆２月27日　市長室

日ごろの活動が認められ、あ

わら市婦人消防隊が、日本消防

協会の優良婦人消防隊に選ばれ

ました。授与された表彰状と表

彰旗を掲げ、佐孝邦子隊長が報

告に訪れました。
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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

◆ふれあい広場
「お散歩ツアー」
春を見つけながら、公園へ行きましょう！

と　き ４月11日(水) 10:30〜12:00

※　雨天中止

ところ クレヨンランド

（集合は子育て支援センター）

持ち物 水筒、おやつ、着替え、

ベビーカー（必要な人）

◆育児教室
「乳幼児の発達について」

と　き ４月18日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 保健師が相談に応じます。

身長、体重測定、子育てトーク

子どもが自分から「食べたい」という気持ちを持って、健康で心豊かに育って欲しいですね。

食べることに意欲的になるためには、食事だけを切り離して考えるのではなく、普段の生活全

体を見直していくことが大切です。今は保育所や幼児園に入園する時期になりますが、子ども

達にとって一番大切なのは、朝食をしっかり食べることです。朝食抜きで軽く済ませてしまう

と、午前中の活動は消極的です。昼食を食べ、昼寝から起きるころから元気が出て、夜遅くま

で起きているというリズムになるようです。噛むことは、歯やあごの発達など、身体の成長に

つながるので、やわらかい食ばかりではいけません。いろいろと注意をして、よい生活リズム

を付けてあげましょう。

ワ
ンポ
イントアドバイス

子育て支援センターをご利用ください！

子育て中のお母さんやお父さん、育児で困っていることや悩みはありませんか？

相談する相手はいますか？

１人で子育てしている人や悩みのある人は、ぜひ一度、子育て支援センターをの

ぞいてみてください！

最近ここを利用したお母さんが「家で１人で子育てをしていると、気がめいって

しまったけれど、ここへ来て、いろんなお母さんやおばあちゃんたちと話しをする

ことで、子育てが楽しくなってきました。子どもの成長を身近に感じられる子育てが

できるので、これからも利用していきたいです。」と、嬉しそうに話してくれました。

※４月と５月の幼児園・保育所(園)開放デーはありません。



9

男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

重点目標７

男女共同参画社会づくりにかかわる国際理解と協力の推進

現状は

男女平等に関するさまざまな取り組みは、国連における「女子に対するあらゆる形態の差別の撤

廃に関する条約」をはじめとする各条約や世界会議における行動計画など、国際社会の取組と連動

して進められてきました。しかし、我が国の女性の地位は、国際的に見ても遅れている分野が残さ

れています。

目指すのは

今後とも、国際社会での女性施策や男女共同参画社会づくりへの取り組みの成果や経験を活用す

るため、国際交流や国際協力を推進します。

あわら市では

・国際的視野を持った女性リーダーの養成や国際交流を推進していくための中心となる人材の育成

と確保を図ります。

・男女共同参画に関するさまざまな情報を収集し、市民の皆さまに情報提供を行い、一層の意識啓

発を図ります。

■問合せ 男女共同参画推進室　☎73-8007

ゆうゆうと

女
ひと

と男
ひと

が

共に輝く「あわら」をめざして
〜シリーズ あわら男女共同参画プラン７〜

「感謝状作品集 第一集 〜ありがとうを届けよう〜」

を発刊しました！

17・18年度の男女共同参画に関する「感謝状」の入賞作品20点と応募作品

の中から27作品を掲載しました。

各図書館および公民館に置いてありますので、ぜひ、ご覧ください。
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あいさつは、人と人とをつなぐ原点です。子どもたちが健やかに育つ社会にするため、家庭や学校、地域

で、みんなが気軽に声を掛け合いましょう。まずは、大人からあいさつを始めましょう。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

うちの子もよその子もみんな一緒、地域の子

みんなで「あいさつ運動」の輪を広めましょう！

■問合せ 文化学習課　生涯学習Ｇ　☎73-8041

ゆうゆうと輝く市民の会主催

蓮如の里・ふるさとの道を歩く会　参加者募集！

■日　時 ４月30日(月：振替休日) 7:30〜12:00（小雨決行）

■コース 金津小学校〜千束一里塚〜嫁威の谷

〜細呂木関所跡〜吉崎御山 (解散) ※ 約12ｋｍ

■集　合 金津小学校グラウンド　7:15〜7:30

■参加費 500円（団子・お茶代など）

■持ち物 雨具、敷物、水筒、弁当 (解散後食事をされる人) など

■服装等 歩くのに適した服装・履物（厚底のもの）

■その他 小学生以下は、保護者同伴とします。

吉崎で解散となりますので、帰路は臨時バスをご利用ください。

■申込み ４月23日㈪までに文化学習課 (☎73-8041) へ電話でお申し込みください。（土・日曜日、祝日を除く）

あわら市では「あいさつ運動」を
推進しています！

５月と９月は、ＪＲ芦原温泉駅や

えちぜん鉄道あわら湯のまち駅で、

通勤・通学の皆さんに,、声をかけて

います。

ＰＴＡや見守り隊の皆さん

などに「あいさつ運動」の輪

が広がっています。

その他の月は、各小中学校で朝の

「あいさつ運動」を実施しています。

子どもたちの『おはようございます！』の

元 気 な あ い さ つ は 、声 か け す る 私たち大人

までも明るく元気にしてくれます。

青少年健全育成あわら市民会議、ゆうゆうと輝く市民の会、あわら

市民生委員児童委員協議会連合会の皆さんが、毎月15日（青少年育成

の日）に、各小中学校や駅で「あいさつ運動」を行っています。
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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＞

●喪失 （森村　誠一）

●放課後ローズ （船越　百恵）

●読書会 （山田　正紀）

●羽越本線北の追跡者 （西村京太郎）

●埋火 （秋本喜久子）

●むかつく二人 （三谷　幸喜）

●シックスポケッツ・チルドレン

（中場　利一）

●世間の辻 （澤田ふじ子）

●どくとるマンボウ回想記（北　　杜夫）

●たぶん最後の御挨拶 （東野　圭吾）

●ドアＤ （山田　悠介）

●遥かなる大和　上・下 （八木　荘司）

●売国の報酬 （柘植　久慶）

＜一般書　その他＞

●はじめての消しゴムはんこ（山田　泰幸）

●図解表示のカラクリ（表示の謎研究会）

●おもてなしの心得 （早川　香子）

●人生の疑問に答えます （養老　孟司）

●元刑事が明かす警察ウラの掟

（北芝　　健）

●「うつ」は食べて治す （生田　　哲）

●お母さんのための｢幸せ｣心理学

（多湖　　輝）

●妻の口一度貼りたいガムテープ

（綾小路きみまろ）

●関西遊園地＆テーマパーク'07（ＪＴＢ）

●スリングで抱っこ （ふじわら よしこ）

●クッキングマジック（アップオン編集部）

●知るほどハマル！化学の不思議

（吉村忠与志）

●勇気をくれる歌 （根本　　浩）

●達人おばあちゃんの家事術（ＰＨＰ研究所）

●トリビアの泉 19

（フジテレビトリビア普及委員会）

＜児童書＞

●悪霊はふりむかない （木暮　正夫）

●いますぐたすけるぞ

（マーガレット・メイヨ）

●風の館の物語　１ （あさの あつこ）

●サフイーの天使（ヒラリー・マッカイ）

●シャンプーなんて、だいきらい

（アンバー・スチュアー）

●どろんこそうべえ （たじま ゆきひこ）

●わらいっ子 （畑中　弘子）

●うたのすきなかえるくん（かこ さとし）

●ぞうのオリバー （シド・ホフ）

●日本の大切なもの （ＰＨＰ研究所）

●大きなうさぎを送るには

（ブルクハルト・シュピ）

●きっと勇気がわいてくる魔法の言葉 ３

（中井　俊巳）

●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」〜

「あいさつが　絆と絆　つなぐ声」

芦原中学校　下出　晃平さん

平成18年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

新入学思い出づくり！

「親子で体験入浴」

４月６日(金) 13:00〜15:00

市では、自然の恵みである温泉に親しみ、お父さんやお母さん、お

友達といっしょにお風呂に入った思い出づくりや愛郷心をはぐくんで

もらおうと、あわら温泉の旅館に協力をいただいて、小学校入学式の

日に、思い出づくり体験入浴を行っています。

ゆっくり温泉につかり、親子の楽しい思い出づくりに、ぜひ、お役

立てください。

※ 入学式後に、入浴券と記念タオルをお渡しします。

※ 入浴券に記載された旅館をご利用ください。

■問合せ 教育総務課　学校教育Ｇ

☎73-8040

「青年国際交流事業」参加者の募集

内閣府では、国際化の進む今日、各分野で活躍できる国際感覚豊か

な青年を育成するため、各種の青年国際交流事業を実施しています。

青年の皆さんが、この事業に積極的に参加し、その経験を活かして

地域や職域、学校または青少年団体などにおいて、国際交流活動や青

少年活動などを活発に行い、社会に貢献されることを期待し、次の事

業の参加者を募集します。

■事 業 名 １「国際青年育成交流」 ９月中の20日間

２「日本・中国青年親善交流」 ９月中の20日間

３「日本・韓国青年親善交流」 ９月中の15日間

４「世界青年の船」 １月〜３月の40日間

５「東南アジア青年の船」 10月〜12月の50日間

■提出書類 参加申込書、作文

■申込期限 ４月３日(火)

■問 合 せ 福井県教育庁青少年課　健全育成Ｇ　☎20-0296

文化学習課　生涯学習Ｇ　　　　　　☎73-8041



1212

募　　　集

創　　 作 の 森 通 信 vol.132

(財)金津創作の森財団事務局・アートコア
〒919-0806 あわら市宮谷57-2-19
☎73-7800 FAX 73-7805
E-mail sousaku@city.awara.fukui.jp
http://www.city.awara.fukui.jp/sousaku/

ガラス工房 あわら市青ノ木44-10-37
☎73-7801 FAX 73-7803

創作工房 あわら市青ノ木44-10-29
☎73-7802 FAX 73-7804

レストラン＆ショップ　アンビション
☎73-4141 FAX 73-4141

※　月曜休館　祝日の場合は翌日

展　覧　会

サンサン倶楽部会員募集！
創作の森サポーターとして活動していただけるボランテ

ィアを募集します。活動日程などは、事業の開催に合わせ

て、随時お知らせします。

募集条件 中学生以上で、年１回以上活動に参加できる人

登録期間 4月1日〜20年3月31日（途中入退会可）

活動内容 展覧会会場の監視や案内、森の環境整備など、

参加可能な活動にご参加ください。

問 合 せ 金津創作の森財団事務局

◎金津創作の森　開館10周年プレ企画　あわら市・環境アートコンペ作

品アイデア募集中！

◎招待券の送付や最新情報のお知らせなど、特典いっぱいの友の会会員

(一般･法人)募集中！

詳しくは、ホームページをご覧いただくか、金津創作の森財団事務局ま

でお問合せください。

第８回金津創作の森　陶芸教室作品展

「森のこころ　森のかたち（壺々
こ こ

）」

と　き ３月17日(土)〜25日(日) 月曜休館　

10:00〜17:00（最終入場16:30まで） ※ 最終日は16:00まで

ところ アートコア ミュージアム−１・ギャラリー （入場無料）

関連イベント

随　　時 ◎ 絵付け体験（体験料500円）

◎ 作品の人気投票

３月25日 炎々市
ほのぼのいち

（教室生作品チャリティー陶器市）10:00〜16:00

テーマは、創作の森の環境にぴったりの「森のこころ・森のかたち（壺々）」です。

講師の みのわ昌彦さんによる「日々なにげなく触れている自然環境と、その中でものづくりを

するということを、改めて考えてみては」との意味が込められたテーマに沿って、教室生が、それぞれの感じた森の

こころを壺に託して作り上げました。

一人一人の個性が表れた、さまざまな森のかたちをどうぞお楽しみください。

第９回グラスワークショップ2007

一般公開特別イベント

◆公開制作 ◆グラスオークション

と　き ３月25日(日) 9:00〜15:00 と　き ３月25日(日) 16:00〜18:00

ところ ガラス工房（見学自由） ところ アートコア ミュージアム-２（参加無料）

グラスオークションは、メキシコやイギリスから来日した作家をはじめ、ワークショップ受講生の作品が勢ぞろ

いします。一流作家のテクニックを堪能した後は、オークションでお気に入りの作品をGet！
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お知らせ

狂犬病予防集合注射のお知らせ

狂犬病予防注射は、愛犬に、年1回必ず行わなければならない

ものです。市では、次の日程で集合注射を行いますので、最寄り

の会場で注射を受けてください。

会場では、飼い犬の登録もできます。まだ登録が済んでいない

飼い犬は、必ず登録してください。

集合注射を受けられない場合は、お近くの動物病院で受けてく

ださい。

既に、愛犬が死亡している場合などは、生活環境課へご連絡く

ださい。

4月16日(月) 9:30〜10:15 JA花咲ふくい新郷支店前

10:50〜11:30 本荘公民館前

13:15〜15:00 湯のまち公民館前

4月17日(火) 9:30〜10:30 保健センター前駐車場

11:10〜11:25 蓮如の里会館前

11:35〜11:50 浜坂区民館前

13:15〜13:50 北潟公民館前

14:20〜15:00 波松区民館前

4月19日(木) 10:00〜11:30 B&Gプール駐車場

13:15〜15:00 坂井健康福祉センター前

4月20日(金) 10:00〜10:20 細呂木公民館前

10:50〜11:30 名泉郷会館前

13:15〜13:30 剱岳公民館前

13:50〜14:20 坪江コミュニティセンター前

14:40〜15:00 伊井公民館前

■問合せ 生活環境課　環境衛生Ｇ　☎73-8018

集合注射での費用（１頭あたり）

・狂犬病予防注射費用　

2,850円

・登録手数料（未登録犬のみ）

3,000円

※ 印鑑を持参してください。

「 へしこ! ! 」映画上映

＆「 楽衆玄達
がくしげんたつ

」ライブ
「福井県を元気にしたい! !」そう立ち上がった、福井生まれの

映画監督“小鶴”。笑いと涙がぎっしり詰まった「へしこ! !」と

その主題歌を歌う、福井県の歴史と文化を表現する音楽集団

“楽衆玄達”のライブをお楽しみください！

■と　き ４月14日(土) 17:00開場　18:00開演

■ところ 市観光会館

■チケット 前売り1,000円（当日1,500円） 中学生以下無料

（セントピアあわら割引入浴券付き）

■問合せ 観光商工課　観光Ｇ　☎73-8030

【チケット販売場所】

セントピアあわら、あわら湯のまち駅観光案内所、本の家ひろかわ、

中央公民館、湯のまち公民館、市役所政策調整課・観光商工課
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お知らせ

国民年金からのお知らせ！

◎国民年金保険料は前納がお得！

４月からの保険料は、月額14,100円（４月〜20年３月）です。

国民年金保険料の割引額は、次のとおりです。

※ 口座振替の申し込みや変更については、３月31日までに、社会保険事務所で登録が完了している必

要があります。ご希望の人はお早めに！

◎学生の皆さまへ！　学生納付特例制度をご存知ですか？

学生で、保険料を納付することが困難な場合は、住所登録地の市町村で申請し、承認を受けると、その期

間の保険料の納付が猶予されます。

また、承認を受けた期間の保険料は、申し出により後払い（10年以内）できますが、３年度目以降に納付

の場合、当時の保険料に加算額が付きます。

この届出は、毎年度更新する必要があります。

※　対象となる学生　　　大学や大学院、短大、専門学校など(修業年限が１年以上)に在学する20歳以上

の学生で、前年所得が118万円以下の人

※　申請に必要なもの　　印鑑、学生証(コピー可)または在学証明書　

◎社会保険相談所開設！

福井社会保険事務所で行っている全ての業務に関する相談を受け付けます。

■場　　所 市役所

■時　　間 13:30〜16:00

■内　　容 厚生年金や国民年金請求に関する各種届出や相談

社会保険(健康保険など)に関する各種届出や相談

■必要な物 年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑、代理の場合は委任状

開催日程（いずれも水曜日）

※　日時については、広報あわら裏面の「くらしのカレンダー」に掲載します。

■問合せ 福井社会保険事務所　☎23-1002

市民課　保険年金Ｇ　☎73-8015

（４月以降は、市民課 ☎73-8014）

口座振替

現金払い

１年前納 ６カ月前納 毎月納付(当月振替) 毎月納付(翌月振替)

割引額　3,550円

4月〜20年3月分165,650

円を4月末日に振り替え

ます。

割引額　3,000円

納付書で、166,200円を4

月末日までに納めてくだ

さい。

割引額　半年で960円

4月〜9月分を4月末日に、

10月〜20年3月分を10月

末日に振り替えます。

割引額　半年で690円

4月〜9月分を4月末に、

10月〜20年3月分を10月

末までに納めてください。

割引額　毎月50円

各月の保険料を当月末日

に振り替えます。

−

割引額　なし

各月の保険料を翌月末日

に振り替えます。

−

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

25日 23日 27日 25日 22日 26日 24日 28日 19日 23日 20日 26日
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お知らせ

国民健康保険からのお知らせ！

4月から、70歳未満の被保険者が、入院時に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額

認定証」（「認定証」）を医療機関に提示することにより、窓口で支払う金額（保険適用分）が、自己負担限

度額までの負担で済むことになります。

しかし、外来診療の場合は、従来どおり、いったん費用を医療機関に支払い、超えた分は、高額療養費支

給申請をすることで、国保から払い戻されます。

※　自己負担限度額は、所得により異なるため「認定証」の交付申請を行ってください。

■申請場所 市民課　保険年金Ｇ（４月以降は、健康長寿課　健康増進Ｇ）

■必要な物 国民健康保険被保険者証、印鑑

■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。

国民健康保険が、出産育児一時金（35万円）を直接、医療機関に支払います。

※　費用が35万円以上の場合 → 被保険者は不足分を医療機関に支払います。

費用が35万円未満の場合 → 差額分を世帯主に支給します。

■申請場所 市民課　保険年金Ｇ（４月以降は、健康長寿課　健康増進Ｇ）

■申請期間 出産予定日の１カ月前から出産前まで

■必要な物 国民健康保険被保険者証、母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類、印鑑、世帯主名

義の口座番号（郵便局を除く）

■そ の 他 国民健康保険税に滞納がある人は、この制度を利用できません。

■問合せ 市民課　保険年金Ｇ　☎73-8015

（４月以降は、健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023）

４月から出産育児一時金受取代理制度を新設します

４月から70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります

土地家屋調査士無料登記相談

■と　き ４月１日(日) 10:00〜16:00

■ところ 福井市文化会館 ☎20-5010

福井県土地家屋調査士会館 ☎33-2770

いねす（坂井町地域交流センター）

☎72-7600

■内　容 無料登記相談

・土地境界問題や地目変更、分筆登記など

・建物の新築、取り壊しの登記など

■問合せ 福井県土地家屋調査士会事務局　川口

（福井市下馬２丁目314番地）

☎33-2770

宅地購入優遇制度のご案内

花乃杜ハイツ、自由ケ丘あけぼの団地で宅地を購

入する人には、土地代の一部を支援する優遇制度が

あります。

【対　象】

○18歳未満のお子さんが２人以上いる人

○18歳未満のお子さんがいて、金津小学校区内

に親がいる人

○Ｕ・Ｉ・Ｊターンの人（団塊の世代の人が購

入する場合は、特に優遇します。）

■問合せ 福井県住宅供給公社　住宅課

☎21-0010
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お知らせ

第４回あわら市トリムマラソン
参加者募集！

あなたも、新緑芽吹くあわら市街を、さっそうと

駆け抜けてみませんか？

■と　き ５月20日(日) 雨天決行

■主会場 金津中学校グラウンド（開会式・ゴール）

■資　格 小学校４年生以上の健康な人。ただし車

いすでの参加はできません。また、親子

の部は、子が小学校３年生以下とします。

※ 18歳未満の参加者は、保護者の同意

が必要です。

■種　目 1.5km…親子　　　 ２km…小学生男女

３km…中学生女子・一般男女

５km…中学生男子・一般男女

10km…一般男女　

ジョギング３km…先着150人(当日受付可)

■参加料 小･中･高校生 500円

親子(１組) 1,500円 一般男女　1,500円

ジョギング　 500円　記録集　　 300円

■申込み 申込書に必要事項を記入のうえ、郵便振

込でお申し込みください。現金納付をご

希望の人は、直接、スポーツ課へご持参

ください。なお、申込書は、市役所金津

庁舎・芦原庁舎のほか、トリムパークか

なづと農業者トレーニングセンターに備

え付けてあります。

※ 参加者１人（組）につき１枚の振込

用紙をご利用ください。

※ 申込み後の返金や参加種目の変更は

できません。

■締切り ４月13日(金) 当日消印有効

■問合せ スポーツ課内　トリムマラソン事務局

☎73-8043

トリムパークかなづ教室案内
19年度登録募集！

各教室は４月から20年３月までの登録とします。

◎水中ウオーク

■と　き ５月8日(火) 14:00〜　※ 毎週火曜日

■ところ YONETSU-KANささおかプール

■登録料 2,000円

水の中で身体を大きく動かしアクアダンス。心臓

や血管、肺の機能によく、陸と違って高齢者の人で

も、十分な運動量が得られる。

◎トリム体操

■と　き ４月11日(水) 14:00〜　※ 毎週水曜日

■ところ トリムパークかなづ

■登録料 3,000円

身体に合った体操と軽スポーツ。比較的、シニア

向けの体操をアドバイス。また、ニュースポーツも

紹介します。

◎ストレッチリズム

■ところ トリムパークかなづ

■と　き ４月12日(木) 14:00〜　※ 毎週木曜日

■登録料 3,000円

ストレッチ体操と音楽に合わせてリズムステッ

プ。身体を支えている筋肉や腱を意識的に伸ばし、

筋肉に刺激を与え、疲れた部分をゆるめる体操です。

■問合せ トリムパークかなづ　☎73-7272

前期弓道教室開講

■と　き 昼 の 部　毎週火・木曜日

10:00〜12:00

４月10日(火)開講　全20回

夜 の 部　毎週水・金曜日

19:00〜21:00

４月４日(水)開講　全20回

土曜の部　毎週土曜日と夏休み

10:00〜12:00

４月14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 あわら市、坂井市の弓道協会員

■受講料 2,000円（学生1,000円）

■保険料 1,500円（加入は任意です。希望者は当日

お申し込みください。）

■申込み トリムパークかなづ　☎73-7272
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お知らせ

市ゴルフ協会19年度会員募集！

ゴルフ協会では、生涯スポーツとしてゴルフの普

及拡大や技術向上、市民の交流を図るため、ゴルフ

教室と各種ゴルフ大会を開催しています。ぜひ、こ

の機会にご加入ください！

■募集期間 ４月30日まで

■会　　費 年額 2,000円

■会員資格 市内在住または市内勤務の人

■申込方法 最寄りの郵便局で、あわら市ゴルフ協

会口座へ会費を振り込んでください。

振込口座（郵便振替）

００７２０−５−１３５８０

あわら市ゴルフ協会

※ 振込用紙には、申込者の住所、氏

名、連絡先電話番号を「通信欄」に

ご記入ください。

■問 合 せ 詳細は、あわら市ゴルフ協会事務局会

計 佐孝（☎090-2124-6081）へお問合

せください。

市社会人サッカーナイターリーグ
参加チーム募集

■開催期間 ４月上旬から10月下旬

■開催場所 金津中学校グラウンド

■受付期間 ３月22日(木)〜30日(金)

■募集チーム 12チーム

■参 加 料 16,000円（保険料は含みません）

■申 込 み 市サッカー協会　山下　☎73-8009

少年少女ヨット教室参加者募集

■主　催 三国競艇運営協議会 少年少女ヨット教室

■会　場 三国競艇場　水面

■参加費 無料

■対象者 小学校３年生〜中学校３年生（保護者同伴）

※　定員になり次第、締め切ります。

■開講日 ４月15日(日)､５月13日(日)､６月３日(日)､

７月１日(日)､７月22日(日)､７月29日(日)､

８月19日(日)､10月７日(日)

※　参加は、どの日でも選べます。

■時　間 9:30〜16:00（半日でも可）

■準備物 運動のできる服装、運動靴、着替え、

雨合羽、弁当

■申込み 参加希望の人は、電話または住所・氏名

（保護者名も記入）・年令（学年）・電話

番号を明記したハガキで申し込みくださ

い。

〒913-0001 坂井市三国町池上69-8

(社)福井県モーターボート競走会

「ヨット教室募集係」

☎77-3140

あなたの固定資産をご確認ください

19年度分の土地および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

期間と固定資産課税台帳の閲覧期間は、次のとおり

です。

この機会に、土地や建物など、あなたの固定資産

や課税の状況をお確かめください。

■縦覧及び閲覧期間

４月２日(月)〜５月25日(金)

休日を除く　8:30〜17:00

■縦覧及び閲覧場所

税務課

■問合せ

税務課　資産税G ☎73−8012

坂井北部丘陵地の
園芸農業を応援します！

坂井北部丘陵地において、新たに企業的経営によ

る園芸農業を開始する農業経営体（法人または法人

化を予定している団体）を募集しています。

一定の要件を満たせば、企業的経営を目指すため

に取り組むソフト事業や施設や機械などの整備に必

要な経費について、補助金が交付されます。

■応募方法

経営計画や経営目標などを記載した事業計画書

を市へ提出してください。

■相談会

４月10日(火) 13:30〜

坂井合同庁舎 ４階401号室

５月８日(火) 13:30〜

坂井合同庁舎 ４階401号室

■募集期間

４月２日(月)〜５月31日(木)

■問合せ

県農林水産部農畜産課　☎20-0433

坂井農林総合事務所技術経営支援課

☎82-2800(内線543)
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４月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

クラブ活動日

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

★

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾･

上野･剱岳

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎★

桑原･古屋石塚

金津

クラブ活動日

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽★

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間★

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾･

上野

吉崎

剱岳

百　寿　苑

02 月 本荘

03 火 一般利用日

04 水 新郷

05 木 一般利用日

06 金 波松★

09 月 北潟･浜坂

10 火 一般利用日

11 水 本荘

12 木 一般利用日

13 金 山方･里方･温泉★

16 月 新郷

17 火 一般利用日

18 水 波松

19 木 一般利用日

20 金 本荘★

23 月 北潟･浜坂

24 火 一般利用日

25 水 山方･里方･温泉

26 木 一般利用日

27 金 新郷★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

お知らせ

「ミニジョブカフェあわら」閉所のお知らせ

市役所金津庁舎内にある「ミニジョブカフェあわら」は、

３月末をもって閉所となります。

今後は、福井市内の福井商工会議所ビル１階にある「ふく

いジョブカフェ」において、よりきめ細やかな若者の就職に

関するキャリアカウンセリングや情報提供などを実施しま

す。若者の就職に関するご相談は「ふくいジョブカフェ」を

ご利用ください。

ふくいジョブカフェ

福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル１階

☎32-4510

家庭児童相談員を募集してます！

市では、家庭児童福祉に従事する家庭児童相談員を募集し

ています。業務内容は、家庭児童に関する相談と指導です。

■募集締切 ４月16日(月)

■資　　格 ・大学または短大で、児童福祉、社会福祉、児

童心理学、教育学などの課程を修め、卒業し

た人。

・40歳から60歳までの市内在住者で、家庭児童

福祉の増進に熱意を持つ健康な人。

■募集人数 １人

■応募方法 履歴書（様式自由）を持参のうえ、社会福祉課

へ申し込んでください。委細面談

■問 合 せ 社会福祉課　福祉総務Ｇ　☎73-8019

（４月以降は、福祉課）

予備自衛官補募集

■受験資格 一般公募　18歳以上、34歳未満

技能公募　18歳以上で指定する国家免許資格保

有者（資格に応じて53〜55歳未満。

国家免許資格の詳細については、自

衛隊福井募集案内所に問い合せてく

ださい。）

■試 験 日 ４月14日(土)、15日(日)、16日(月)のうち、指定

する１日

■試験種目 筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査

■受 付 け ４月９日(月)まで

■問 合 せ 自衛隊福井募集案内所　☎24-3702

E-mail plo-prl@kore.mitene.or.jp
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《ゆずります》

《ゆずってください》

ミシン

編み機

ホームベーカリー

オイルヒーター

石油ファンヒーター

自転車

コーヒーメーカー

ジューサー

ル・クルーゼ製の鍋

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人・ゆずってほしい人（情

報提供者）は、市へ申し込む。（電話可）

２　品名を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物をゆずりたい

人・ゆずってほしい人（希望者）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連絡し、直接交

渉する。

６ 希望者は交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

生活環境課 環境衛生Ｇ ☎73-8018

お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

丸岡城桜まつり

『日本の桜名所百選』に選ば

れている霞ヶ城公園で、約400

本のソメイヨシノの開花に合わ

せて開催しているお祭りです。

14、15日は、お茶会やライブ

など、イベント盛りだくさんの

内容で開催します。

期間中は、桜のライトアップ

も行います。

と　き 4月1日(日)〜20日(金)

ところ 丸岡城・霞ヶ城公園

問合せ 坂井市丸岡観光協会

☎66-0303

表紙の「冬のヒカ

リ・森のあかり」を

撮影していた時のことです。

シャッターチャンスを伺っ

ている私の隣へ、老夫婦が作

品を見にやって来ました。

しばらく見入っていたおじ

いちゃんが「おとぎの国やね

ぇ。これぞ幻想的世界。」と言

って、おばあちゃんの肩にそ

っと手を置きました。

なんて素敵な光景でしょう!!

思わず、カメラを老夫婦に向け

そうになりました。（もちろん、

遠慮しました。）

とてもロマンチックな夜に

感激しました！（紀）

H19.２.１〜２.28 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さん･お母さん 行政区

八木美依奈
み い な

女 忠雄 美保 玉　木

津田　花音
か の ん

女 誠 美由紀 北潟東

野尻　冬郷
とうごう

男 和弘 麻衣子 田中温泉

吉川　　凛
りん

女 誠二 菜美子 細呂木

生誕ービベ

三国競艇開催日

４ /５(木) 〜４/８ (日)

４/20(金)〜４/24(火)

４/27(金)〜４/30(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

地上デジタル放送の受信方法

最近、地上デジタル放送対応のテレビなどを購入された人から

の相談が増えています。

相談の内容は「地上デジタル放送対応のテレビを買ったのに、

地上デジタル放送が見られない」というものです。

地上デジタル放送をご覧いただくためには、地上デジタル放送

に対応したテレビまたはデジタルチューナーなどを準備していた

だいたうえで、受信アンテナによる個別受信や共聴（共同受信）

施設またはケーブルテレビにより、地上デジタル放送の電波を受

信する必要があります。

しかし、電波の弱い地域であったり、共聴施設が地上デジタル

放送に対応していなかったりする場合は、正常に受信することが

できません。ご不明なことがありましたら、次のところへご相談

ください。

【受信相談】

総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター

☎0570-07-0101

総務省 北陸総合通信局　受信障害対策官 ☎076-233-4491
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土金木水火月日

■内西 野 医 院(三国) 82-1392

■内豊田内科医院 (春江) 51-8181

■外木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内藤 井 医 院(三国) 82-1113

■内松浦耳鼻咽喉科医院(春江) 51-1187

■外 荒川整形外科･胃腸科(丸岡) 66-0012

休
日
当
番
医

■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■内石黒皮膚科クリニック(春江) 51-6700

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

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 (http://www.sakai-med.com）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 ch）

●ホームページ http://www.city.awara.fukui.jp/

■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

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

資源ごみ収集日（空き缶･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

資源ごみ収集日（空き缶･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで金津庁舎･芦原庁舎

■内宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■内春 江 病 院(春江) 51-0029

■外伊藤クリニック(丸岡) 66-1251

休
日
当
番
医

あわら市の人口

31,467人　

３月１日現在　

男 1 4 , 8 3 8 人

女 1 6 , 6 2 9 人

世帯数 1 0 , 0 9 7 世帯

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

小・中学校入学式
幼稚園入園式
思い出体験入浴
13:00〜15:00 市内旅館

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
スポーツ少年団結団式
19:00〜　トリムパークかなづ

福井県知事県議会議員選挙
粗大ごみ休日持ち込み日
8:30〜16:00 広域圈清掃センター

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

行政相談・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター
子どもの悩み相談
19:30〜　湯のまち公民館

もぐもぐ教室
9:40〜　保健センター
ふれあい広場「お散歩ツアー」
10:30〜12:00 子育て支援センター

１歳６ヵ月健診
13:00〜14:15 保健センター

農地法に基づく許可申請締切日
朝のあいさつ運動
7:00〜　各小中学校
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

市民ゲートボール大会 心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑
無料法律相談
13:00〜16:00 百寿苑

ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター

育児教室「乳幼児の発達について」
10:30〜11:30 子育て支援センター
ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター

ポリオ予防接種
13:00〜14:15 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

４月の納期限は

25日です。

軽自動車税

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

70歳教室
10:00〜11:30 保健センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
結婚相談
13:00〜16:00 市姫荘

ＢＣＧ接種
13:00〜14:00 保健センター

市民健診申込み受付開始
おたのしみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所

ポリオ予防接種
13:00〜14:15 保健センター

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

みどりの日 蓮如の里　ふるさとの道を歩く会
7:30〜　金津小学校

■内荒 井 医 院(三国) 82-7703

■内春日レディスクリニック(春江) 51-6080

■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

ＹＯＮＥＴＳＵ−ＫＡＮささおか　臨時休館のお知らせ

熱供給源の清掃センター焼却炉の定期点検のため、次の期間を臨時休館します。

■休館期間 ４月14日(土)〜25日(水) ※ ４月26日(木)から、通常どおり営業します。

■問 合 せ ＹＯＮＥＴＳＵ−ＫＡＮささおか　☎74-2221

おはなし会
11:00〜11:30 芦原図書館

１ ２ ３ ４ 燃やせないごみ収集日 ５ ６ ７　

８ ９ 10 11 12 13 14

15 16 17 18 燃やせないごみ収集日 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 振替休日


