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農業者労働災害共済制度がスタート

保障対象は？

田植機やトラクター、コンバインなどの農業機械によるけがや死亡、後遺障害

のほか、農薬、家畜、毒ヘビ、落雷などによるものや農地、農業施設への移動中

の事故による傷病も共済の対象となります。

加入申込み

市内に住所を有し、農業を営む個人または農業生産法人（農事組合法人のほか、主たる事業が農業である

株式会社、有限会社、持分会社で、農地法に定める要件を満たす法人）が加入の申込みをすることができます。

共済事業の対象となる人は？

・加入申込みをした個人とその親族（６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族）で、加入申込書に記載さ

れた従事者

・加入申込みをした農業生産法人に常時雇用されている従業員や臨時の従事者などで、加入申込書に記載された人

※ 一時的に農作業の手伝い依頼する友人や知人は、共済の対象とはなりませんのでご注意ください。JA共

済の臨時作業障害共済などへの加入をお勧めします。

共済掛金

・個人加入　農業従事者が何人いても、１世帯につき1,000円

・法人加入　加入申込書に記載した従事者１人につき1,000円

※ 集落営農のために組織された農事組合法人の構成員（出資者）は、個人加入をお選びください。法人の

作業従事のほか、畑仕事や集落の共同作業時も家族そろって共済の対象となります。

共済給付金

共済給付の基礎となる日額（給付基礎日額）は5,000円です。ただし、共済事故の発生日において満18歳

未満の就学者と満70歳以上の人の基礎給付日額は2,500円となります。

これまで、JA花咲ふくいが行ってきた「農業者労働災害共済互助制度」は、保険業法の一部改正により、

昨年末で廃止されました。このため市では、農業に従事する人が安心して農作業に従事できる環境を維持す

るため、４月１日から「農業者労働災害共済制度」をスタートします。
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①医療共済金ăăă診察や薬剤、治療材料の支給、処置、手術などの治療に要した費用のうち、国民健康保険や

社会保険などが定める一部負担金（自己負担額）に相当する額を、受診開始日から１年間、

12万円を限度として給付します。

②休業共済金ăăă事故による療養のため農業に従事することができなくなったときは、第１日目から第90日

目まで、１日につき給付基礎日額の6/10（3,000円）を給付します。ただし、満70歳以上

の人は給付基礎日額の4/10（1,000円）となり、就学者は休業共済金の対象とはなりませ

ん。

③障害共済金ăăă事故による傷病が治った後も身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じ、次の表の等級

別日数×基礎給付日額を給付します。

④死亡共済金ăăă農作業中の事故を直接の原因として共済対象者が死亡したときは、事故の状況に応じ、最高

給付基礎日額の600日分（300万円）を給付します。

⑤葬　祭　料ăăă一時金として20,000円を給付します。

共済給付金の種類は？

〈農業者労働災害共済障害等級別給付日数〉

第60回　全国植樹祭2009ふくい

植育のこころを通して、ひとつになる海ă里ă山をつなぐメッセージ

６月７日(日)に開催される第60回全国植樹祭の坂井会場（丸岡町：たけくらべ広場）では、森の潤いや

安らぎ、癒しを通じて森林や緑の大切さを認識し、自然の保全と共生を再認識できるよう、記念植樹や

樹木と触れ合える催しを企画しています。

例えば、“木の実”や“木の葉”を使ってペイントしたり貼り付けたり

する「アートクラフト」の体験コーナーです。使用する材料もたくさん集

まりました。

また、会場内には数台のモニターを設置し、福井市一乗谷朝倉氏遺跡で

行われる式典の様子を同時放映します。

■問合せ 農林水産課　農村整備Ｇ　☎73-8026
▲アートクラフト体験で使用する材料

■問合せ 農林水産課　生産振興Ｇ　☎73-8024またはJA各支所　

共済期間

共済の対象となる期間は、毎年４月１日から３月31日までです。途中加入の場合は、加入申込書の提出

とともに共済掛金を納入することにより、その翌日から効力が発生します。現在、JA花咲ふくいの各支店

で加入の申込みを受け付けていますので、早めにお申込みください。

事故発生の届出

農作業による傷害事故が発生したときは、10日以内に事故発生届を提出してください。提出が遅れると、

共済金の給付を受けられないことがあります。

事故の取扱窓口

加入申込みや事故報告、共済金の請求の手続きは、JA花咲ふくいの各支店で取り扱っています。制度に

関する相談にも応じていますので、最寄りの支店をご利用ください。

※　障害等級ごとの後遺障害の内容は
市ホームページでご確認ください。

農作業中の事故によるけがや病気、障害、死亡に対し、共済金を支給します。

障害等級 日　数 障害等級 日　数

第１級 400日 第 ８ 級 70日

第２級 250日 第 ９ 級 60日

第３級 200日 第１0級 50日

第４級 170日 第１1級 40日

第５級 140日 第１2級 30日

第６級 110日 第１3級 20日

第７級 80日 第１4級 10日
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あらかじめ相談が必要です。

● 母子家庭自立支援給付金事業

(自立支援教育訓練給付金)

就職のために講座を受講す

るとき、受講費の一部が支給

されます。

(高等技能訓練推進費)

看護士や介護福祉士などの

専門資格取得のため、２年以

上修業するとき、月額10万3千

円(18カ月限度)が生活資金とし

て支給されます。

● 日常生活支援事業

家事援助の必要なとき、家

庭生活支援員(ヘルパー)を有料

で派遣します。サービスの内

容は住居の掃除、食事の世話、

買い物などで、冠婚葬祭や疾

病など、一時的な場合に限ら

れます。

● 母子寡婦福祉資金貸付事業

経済的自立、児童の就学な

どで資金が必要なとき、貸付

が受けられます。

貸付の種類：住宅資金、修

学資金、技能修得資金、医

療介護資金その他９種類の

資金が貸付られます。

● 就業巡回相談

福井県母子寡婦福祉連合会

から就業支援相談員が市役所

に派遣され、就労に伴う悩み

や相談に応じます。相談は事

前に予約が必要です。

● 児童扶養手当

さまざまな事由で父親のい

ない家庭や父親が重度の障害

状態にある家庭を対象に、児

童が心身ともに健やかに成長

することを目的として、母親

または母親に代わり児童を養

育する人に支給されます。

※ 遺族補償や公的年金を受

給できる人や事実婚(婚姻届

出を出さなくても、事実上

生活をともにしている場合

など)の人は請求できませ

ん。

※ 児童とは、18歳未満の人

です。ただし、20歳未満で、

法に定める程度の障害を有

する人も含みます。

あらかじめ相談し、申請書な

どの提出が必要です。手当の条

件に該当した場合であっても、

所得が一定額以上の場合には、

支給が制限されることがありま

す。

● 特別児童扶養手当

精神または身体に障害を有

する児童を養育している人に

支給されます。児童とは、20

歳未満で、児童入所施設など

に入所している児童は対象と

なりません。

※　手当月額　障害児１人につき

１級障害児　50,750円

２級障害児　33,800円

（Ｈ20.4.1現在）

● 特別障害者手当

20歳以上の人で、身体または

精神に著しく重度の障害（身体

障害者１ă２級程度の障害を重複

および同等の疾病・精神障害）

があるため、日常生活において

常時特別の介護を必要とする在

宅の重度障害者に支給されます。

ただし、病院または診療所に継

続して３カ月を超えて入ること

になった場合は、受給資格がな

くなります。

※　手当月額　26,440円

（Ｈ20.4.1現在）

● 障害児福祉手当

20歳未満で、身体または精神

に障害があるため、日常生活に

おいて常時介護を要する在宅の

重度障害児に支給されます。

※　手当月額14,380円

（Ｈ20.4.1現在）

● 重症心身障害児（者）福祉手当

身体障害者手帳２級以上、療

育手帳ＡまたはＢの一部の人で、

公的年金や特別障害者手当など

を受給できない人に支給されま

す。

※　手当月額　3,000円

（Ｈ20.4.1現在）

■問合せ 福祉課　社会福祉Ｇ

☎73-8020

福祉に関する支援制度をご存じですか。

■問合せ 福祉課　子育て支援室

☎73-8021
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● 重度心身障害者（児）医療

・身体障害者手帳の交付を受

け、障害程度1級〜3級に該当

する人

・療育手帳の交付を受け、障

害程度A1・A2・B1に該当する人　

・精神障害者福祉手帳の交付

を受け、障害程度１ă２級に該

当し、かつ精神通院医療を受

けている人（通院費のみが対象）

※ 所得制限などにより該当

しない場合もあります。

● 乳幼児医療

市内に住所があり、小学校

就学前までの乳幼児

（4月1日時点で5歳以下）

● 母子家庭等医療

市在住の人で、父または母

のいない児童と、その児童を

養育している人

※ 所得制限などにより該当

しない場合もあります。

■問合せ

(重度心身障害者（児）医療)

福祉課 社会福祉Ｇ ☎73-8020

(乳幼児ă母子家庭等医療)

福祉課 子育て支援室 ☎73-8021

次に該当する人が、医療機関な

どで診療を受け、自己負担金を支

払ったとき、その一部について助

成を受けることができます。

住民基本台帳カード広域多目的利用サービスの

シンボルマークを募集します
昨年３月から永平寺町と共同して、住民基本台帳カードを多目的に利用できるサー

ビスを実施しています。今年３月末に大野市、高浜町、おおい町、若狭町もこの多目

的利用サービスに参加することになります。

そこで、このサービスについて皆さんに親しみを持っていただくため、パンフレットや看板などに利

用するシンボルマークを募集します。

■応募方法 官製はがき、封書、FAXまたはE-����でお申し込みください。

■記入事項 ①シンボルマーク ②シンボルマークの意味、解説 ③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥電話番号

■応 募 先 〒919-0692 あわら市市姫三丁目1-1 あわら市役所総務部政策課

FAX73-1350 E-���� �������@����.�����.	����.�

※　詳しい内容や応募用紙は、市のホームページに掲載しています。

■応募締切 ２月20日(金) 17:00 必着

■賞　　品 採用された人には賞金10万円と関係６市町の特産品を贈呈します。

■そ の 他 ・ １人何点でも応募可能です。（ただし、同じ愛称の応募は１点に限り有効）

・ デザインは、シンボルマークまたはロゴマーク（ロゴタイプとシンボルマークの複合型）

のいずれかのパターンとします。彩色は自由です。ロゴマークの場合はĀ住基カード広域

サービスāの文字を使用してください。

・ 採用されたデザインについては、一部アレンジする場合があります。

・ 応募されたデザインに関する一切の権利は、あわら市に帰属します。

・ デザインの提出は手書きも可としますが、データによる提出の場合は、高解像度J��
画

像データまたはイラストレータ形式としてください。

便利な住基カード

■問 合 せ 政策課　情報ă広報Ｇ ☎73-8006

● 県内９箇所(※)に設置されている自動交付機を利用

して、印鑑登録証明書や住民票の写し、所得課税証

明書の交付が受けられます。

※９箇所ăăăあ わ ら 市 役 所 、 セ ン ト ピ ア あ わ ら 、

AOSSA(アオッサ)、永平寺町役場、大野市

役所、高浜町役場、SUPERCENTERPLANT2

上中店、おおい町町民センター、おばまシ

ョッピングセンター

● 印鑑登録証として利用できます。

● 図書貸出カードとして利用できます。また、大野市、

永平寺町、高浜町、若狭町の図書貸出カードとして

も利用できます。

● そのほか、公的な身分証明書、ｅ-Ｔ��やふくｅ-ね

っとなどで使用する公的個人認証の電子証明書など

の格納媒体としても利用できます。

障害者（児）に対する手当

福祉医療費助成制度

母子父子家庭(ひとり親家庭)支援制度
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行政連絡員を委嘱しました

市では、131区の区長さんに「行政連絡員」を委嘱しました。

行政連絡員には、市民と市とのパイプ役として、広報紙や

回覧文書による市政情報の周知など、さまざまな業務をお願

いすることになります。

各区の行政連絡員は、次の皆さんです。１年間、よろしく

お願いします。

行政区名 氏　　　名

舟津温泉 河野　喜範

二面温泉 高橋　啓一

田中温泉 竹内　正文

東 温 泉 平野　辰夫

西 温 泉 黒川　修一

舟　　津 八木　義明

二　　面 番場　博美

牛　　山 坂井　幹夫

松　　影 小出　貢一

国　　影 山本　誠一

新　　成 水間　春男

井 江 葭 坂井　芳明

横　　垣 田崎　雅治

宮　　王 奥平　哲夫

重　　義 松永　保夫

番　　田 島浦　賢治

田 中 々 松井　茂樹

堀江十楽 川嵜　　豊

布　　目 大塚 義仁

轟　　木 国重　市浩

新　　田 五十嵐実千代

東 善 寺 江川　桂一

谷　　畠 坪田　利弘

上　　番 伊藤 守男

根 上 り 中辻 捷逵

仏 徳 寺 岡崎　仁七

翠　　明 堀江 俊幸

光　　明 中沢　俊昭

御　　鷹 坂井　秀紀

中　　番 堀江　幹夫

下　　番 土田　市郎

玉　　木 内田　幸憲

河　　間 吉江　栄治

行政区名 氏　　　名

河 水 苑 北 要司

宮前公文 高辻　達也　

北 本 堂 小西　敏夫

角　　屋 小木　　彰

中　　浜 山崎　嘉一

北 潟 東 山田　智保

北 潟 西 清水　壽幸

赤　　尾 坪田　雅一

富　　津 松本 明

浜　　坂 藤井　徳郎

波　　松 山岸　　弘

城 上田　一郎

城 新 田 高橋　季男

番 堂 野 山元　章夫

十　　三 堂下　憲治

新 圓道　貢紀

古 大木下俊次

東 吉田　清一

六　　日 伊藤　直哉

旭 田島　伸浩

新　　富 金子　安雄

天　　王 大谷　　傳

水　　口 石澤　昌徳

十　　日 木村　定一

脇　　出 長谷川正一

上 八 日 籠嶋　武志

八　　日 清水　　治

下 八 日 石田　忠夫

坂 ノ 下 宮川 辰巳

稲 荷 山 辻橋　　肇

千　　束 小林　敏正

新　　用 伊藤　洋和

馬　　場 関　　秀親

行政区名 氏　　　名

春　　日 吉村　幸夫

榛ノ木原 野田　明夫

中　　央 藤田　輝彦

北 稲 越 森川　洋光

向 ヶ 丘 綿谷銑位知

若 葉 台 島　　安雄

桜 ヶ 丘 中尾　俊明

伊　　井 中嶋　隆愛

古屋石塚 梶岡　重孝

桑　　原 山崎　英一

清　　間 龍田　照夫

矢　　地 小嶋　博美

菅　　野 山口　雅夫

南 稲 越 大島　　勇

河原井手 高橋　初雄

池　　口 堀川　憲男

中　　川 伊藤　昭榮

東 田 中 山口　雄二

瓜　　生 前川　直樹

南 疋 田 吉田 信一

北 疋 田 大倉　　幸

次 郎 丸 堀江　節子

御 簾 尾 大橋　成孝

北　　野 西川　圭生

北 児島　文男

前　　谷 伊佐田一美

笹　　岡 山下　義夫

熊　　坂 岡田 良雄

下 金 屋 西田 哲章

畝市野々 山本　幸男

牛 ノ 谷 浅田　　實

上　　野 河端　康文

名 泉 郷 稲木　博実

行政区名 氏　　　名

東　　山 渡辺　哲夫

後　　山 山崎　博三

清　　滝 児玉　孝信

鎌　　谷 牧野　義信

椚 宗石　敏男

権　　世 古畑　敏郎

権世市野々 山嵜　眞一

滝 山崎長吉郎

青 ノ 木 一ノ瀬一郎

宮　　谷 神尾　昌夫

山　　室 坪田　正武

高　　塚 小玉　　勲

清　　王 藤田　久雄

山西方寺 細川　哲雄

柿　　原 川瀬　範雄

山 十 楽 糠見ゆかり

坂　　口 中島 祥裕

蓮 ヶ 浦 小林　　勲

細 呂 木 渡邊　和彦

橋　　屋 清水 義和

樋　　山 中本 明

指　　中 佐々木基之

沢 坪田　豊彦

嫁　　威 坪田 勝久

細呂木駅前 谷口　正雪

日 の 出 中山　邦男

岩　　崎 桶谷　洋治

寺　　町 七郎丸喜好

中 鍛 治 石黒　修五

下　　浜 浅田　能成

新 用（吉崎）加戸　博春

春 日（吉崎）湯谷　茂治

（行政区順、敬称略）
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新春舞踊
◆１月１日　セントピアあわら

芦原温泉芸妓共同組合による新春舞踊が行われました。正月

らしい演目が披露され、訪れた人たちは、芸妓や舞妓が披露す

る美しい踊りを堪能していました。最後に舞妓のひさ乃さんが

ĀあわらO�� ��
�� ララバイāを熱唱しました。

出初め式
◆１月10日　丸岡町体育館前広場　

嶺北消防の出初め式が、丸岡町体育館前広場で行われました。消

防団員や消防車などの分列行進の後、恒例の三国鳶隊による数々の

荒技が披露されました。観客は繰り広げられる技に大きな拍手を送

っていました。

成人式
◆１月11日　グランディア芳泉

あわら温泉の旅館で、成人式を行いました。会場は久しぶり

の再会を喜び、楽しそうに会話する新成人たちの笑顔でいっぱ

いでした。

初期消火功労表彰

◆１月13日　嶺北消防本部

12月27日、中番で起きた住宅のぼやでは、近隣住民の藤田勇

さんの初期消火と三澤香奈子さんの迅速な119番通報で、台所

の一部を焼損するだけの被害に食い止めました。この功績によ

り、嶺北消防本部から藤田さんと三澤さんに初期消火功労の表

彰状が贈られました。

文化財防ぎょ訓練
◆１月25日　安樂寺・伊井白山神社

文化財防火運動の一環として、北潟の安樂寺と伊井の白山神

社で、火災防ぎょ訓練が行われました。訓練に参加した区民や

消防団員は迅速かつ的確な動きで、一連の消火活動を実施して

いました。

車いすが贈られました
◆１月29日　金津雲雀ヶ丘寮　

第一生命保険相互会社の労働組合から金津雲雀ヶ丘寮に、車

いす４台が贈られました。この車いすは、組合員からの社内募

金と街頭募金で購入し、毎年福祉施設などに寄付を行っている

ものです。お年寄りを代表して大野泰子さんが Ā私たちも年々

身体や足腰も弱くなり、車いすに頼るようになってきています。

いただいた車いすは大切に使います。ā とお礼の言葉を述べま

した。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

セクハラとは「相手方の望まない性的言動すべて」のことをいい、被害者は男女を問いません。

セクハラは、社会的な立場や男女の不平等がもたらす問題で、重大な人権侵害であり、男女雇用機会均等

法で、事業主はセクハラ防止のために雇用管理上の必要な配慮をすることが義務づけられています。

ひとりで悩んでいませんか？

市長コラム

第20話「ランチョンăミーティングへのお誘い」

希望される人の所へ市長が懇談に伺うとい

う「市長おでかけトーク」があります。とこ

ろが、そのお申し込みが１件もありません。

嫌われているのだろうかと心配しています。

そこで、新たにお昼休み時間を利用して市

長応接室で昼食をとりながらの懇談会を企画

しました。名づけて「市長のランチョン・ミ

ーティング」。

ランチョンとは午餐
さん

の意味です。もっとも、

午餐とはいってもメニューはカレーライスか

焼き飯限定ですが。しかも、いずれも650円

のお代をいただきますので、念のため・・・。

時間は、平日の12時から13時まで。議員さ

んを除く（笑）市民対象で、人数は４人以上、

13人まででお願いします。なお、予算を伴う

要望などは避けていただければと思います。

逆に、特別な懇談事項がなくても結構です。

市政全般、いろいろおしゃべりしませんか。

どうなるかわかりませんが、とにかく一度

やってみたいと思います。ご予約は、総務課

秘書グループまでお願いします。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

〜セクハラ（セクシャルハラスメント）を職場や周

りの人から受けているのに、自分ひとりで悩んでは

いませんか？

自分がセクハラを見たり、

その兆候を見かけたら

身近な人から相談を受けた

時には

自分がセクハラを受けた時

には

問題を他人ごととしてそのまま放置しておくのではなく、行為者に対

してやめるよう注意したり、上司や担当部署に相談しましょう。

問題を軽く考えて相談相手を非難したり、我慢するよう説教したりす

るのではなく、相談者が何を望んでいるのかを感じ取り、アドバイス

をすることが大切です。

1 はっきりと拒絶の意志を表示するなど、毅然
き ぜ ん

とした態度をとりまし

ょう。

2 記録をとりましょう。

3 職場では担当部署に、地域では身近な人に相談しましょう。

■問合せ 福井労働局　雇用均等室　☎22-3947

男女共同参画推進室　　　☎73-8003
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創　　 作 の 森 通 信 ���.155

展 覧 会　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ　　　　　　　　

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

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第11回

■と　き ３月21日(土)〜29日(日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

月曜休館（祝日の場合は翌日）

■ところ アートコアミュージアム-１、ギャラリー

■観覧料 無料

美術鑑賞というと、何か特別で難しいことのように思われる人もいらっしゃる

かもしれません。しかし、美術も芸術も、五感を通して、体感するものです。答

えを出したり、頭で理解しようとせずに作品のある空間に身をおいて、いつもの

ように呼吸してみてください。感じたままを受け取ること―創作の森には私たち

が本来もっているこんな部分に気づかせてくれる空気が流れています。

人の営みである創造活動と自然の営みが重ねられて、他所にはない芸術拠点と

して注目されるようになってきた創作の森。時には展覧会を見ることができたり、

親子で参加できる講座があったり、にぎやかなマーケットが開かれる日もありま

す。もしまだ行ったことのない人がいらしたら、ぜひ一度訪れてみてください。この森は人が育てる森です。大切に育てて、次の

世代に残したいものです。

今の子どもたちが大人になる頃には私達の暮らすまちにも、森に育まれた芸術が文化として息づいてほしいと思います。

文章/創作の森企画委員　大橋　広子さん

まなびの森
〜陶ăガラスă染め講座生展〜

陶芸、ガラス、ろうけつ染めの各講座生の作品を

一堂に集め、森を通して育まれた創作の力をご紹介

します。

グラスワークショップ2009

おもてなし〜ごはんのじかん〜

開館当初より行われ、今年で10回目を迎える春のグ

ラスワークショップ（短期集中講座）。

全国から受講者を募り、今回は初めての試みとして

ガラスだけでなくデザインと食の分野から講師を招い

ての開催となります。

■と　き ２月25日(水)〜３月３日(火)

■ところ ガラス工房・創作工房

■関連イベント

昼食会＆オークション　３月３日(火) 11:30〜

※　関連イベントは、一般の人も参加できます。

■問合せ ガラス工房　☎73-7801

①陶芸ăガラスă染めの各体験が

1,000円でお楽しみいただけます。

●と　き 3/21(土)ă22(日)ă28(土)ă29(日) 10:00〜16:00

●ところ 創作工房ă創作学習室

●内　容 陶　芸: 手びねり体験（葉っぱのお香たてなど）

ガラス: 板ガラスのキーホルダーやストラップ作り

染　め: 小色紙にろうけつ染め画

②チャリティー楽市

■問合せ 創作工房　☎73-7802

森々
もりもり

イベント
金津創作の森では、自然と

アートを愛する皆さんの知的

好奇心やつくる喜びをもっと

もっと膨らませていきたいと

考え、最新のイベント情報や

うれしい特典をお届けする友

の会、メセナ会の会員を募集

しています。

21年度友の会ăメセナ会会員募集中！

■問合せ
財団事務局　☎73-7800

【21年度のお勧め企画展】

MUTTONI THEATER
ムットーニシアター
自動人形師ムットーニ　機械仕掛けの迷宮博物館

写真：Ā摩天楼āより夜景の場面

※ 創作の森で開催された大橋さん主催によるイベントの様子



成人式記念アルバムをお受け取りください
今春、成人を迎えられ、アルバムを申し込まれた人は、次の期間に

お受け取りください。

■受渡期間 ３月２日(月)〜31日(火)

■受渡時間 8:30〜17:30

■受渡場所 市役所２階　文化学習課　☎73-8041

※　土・日曜日Ă祝日は除きます。

※　受け取りは、家族の人でも結構です。

※　成人式当日に郵送希望の手続きをされた人には、アルバムが出

来次第、郵送します。
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第28回　年賀はがき
デザインコンクール

金　賞

銀　賞

坪田 絃斗音
（北潟小１年）

渋谷 友季乃
(金津小５年)

１月13日、湯のまち公民館で審査会を行い、昨年を上回る

応募総数493点の中から、金賞５点、銀賞15点、佳作50点を選

びました。 （敬称略）

稲木 沙々良
（白藤保育園）

山下　貴司 (細呂木幼稚園)

松井　悠基 (芦原南幼児園)

藤田　　悠 (本荘小３年)

反保　良一 （金津東小４年）

加藤　匡雄 (金津小４年)

稲木　瑠亜 （金津小２年）

山下　慎一 （細呂木小４年）

酒井　亮介 （金津小３年）

久田　涼平 （細呂木小５年）

稲葉　　愛 （芦原小６年）

田嶋舞衣子 （芦原小６年）

西川　　舞 （吉崎小６年）

佐孝　　心 （北潟小３年）

伊東　智枝 （田　中　々）

末富　　勇 （波　　　松）

諌山 優希
（芦原小６年）

川崎 澄代
（堀江十楽）
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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＞

●世界の果てまで （鎌田　敏夫）

●警官の紋章 （佐々木　譲）

●魚神 （千早　　茜）

●ラクガキいっぷく （中野　　翠）

●夕映え天使 （浅田　次郎）

●エッジ　上・下 （鈴木　光司）

●ハブテトルハブテトラン （中島　京子）

●ふたりの季節 （小池真理子）

●たまさか人形堂物語 （津原　泰水）

●働くアンナの一人っ子介護（荻野アンナ）

●猫を抱いて象と泳ぐ （小川　洋子）

●エクステンド （鏑木　　蓮）

●人にしばられず自分を縛らない生き方

（曽野　綾子）

●ダブル・ファンタジー （村山　由佳）

●パピヨン （田口ランディ）

＜一般書　その他＞

●面白いほどわかる！新しいアメリカのしくみ

（向江　龍治）

●読書ボランティアー活動ガイドー（広瀬　恒子）

●夢の動物園 （坂東　　元）

●掃除が起こした「奇跡の力」（鍵山秀三郎）

●生活防衛！まるごと節約術

（快適生活研究会）

●女ともだち （遥　　洋子）

●これならできる獣害対策（井上　雅央）

●誰でもできる手づくり味噌（永田　十蔵）

●くいだおれ波乱万丈記 （柿木　道子）

●鉄道きっぷ大図鑑（鉄道きっぷ研究会）

●基礎から学ぶ！スポーツ障害（鳥居　　俊）

●ペットボトルあたため健康法（土橋　照泰）

● NHK気になることば（NHKアナウンス室）

＜児童書＞

●ランドセルがやってきた

（村上　康成・絵　中川ひろたか・文）

●ひとめあがり （川端　　誠）

●かさの女王さま

（ユテウン・絵　シリン・イム・ブリッジズ・文）

●あいしてくれてありがとう（宮西　達也）

●かりんちゃんと十五人のおひなさま

（なかがわちひろ）

●ふたごの兄弟の物語上・下（トンケ・ドラフト）

●おいしいおと （ふくしまあきえ・絵　三宮麻由子・文）

●やさいぎらいのやおやさん（二宮由紀子）

●うしはどこでも「モー！」

（ケネス・アンダーソン・絵　スラスキー・ワインスティーン・文）

●ハッピーになれるバースデー占い（鏡リュウジ）

●くもりガラスのむこうには

（黒井　健・絵　あまんきみこ・文）

●なきむしおにのオニタン

（藤本　四郎・絵　上野　与志・文）

●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」〜

優秀賞「思いやり　いじめをなくす　第一歩」

金津小６年　北出　優衣さん

優秀賞「ともだちは　わたしのだいじな　たからもの」

北潟小１年　竹島　愛結さん

平成20年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

ちびっこクッキング教室

■と　き ３月26日(木) 9:30〜12:30

■ところ 勤労青少年ホーム調理室

■対　象 小学3〜6年生の男女

■定　員 20人（定員になり次第締め切ります。）

■問合せ 中央児童館　☎73-1571

親子で楽しむ料理教室 参加者募集

■と　き ３月15日(日) 10:00〜12:00

■ところ 勤労青少年ホーム（中央公民館隣接）

■内　容 きのこを使った料理

■対　象 市内小学生親子15組

■持参物 エプロン・三角巾

■参加料 １組　300円（テキスト代など）

■講　師 料理研究家　出倉 弘子さん

■協　力 福井県坂井農林総合事務所

しいたけ作り体験教室 参加者募集

■と　き ３月21日(土) 10:00〜11:30

■ところ 中央公民館多目的ホール

■定　員 20人

■参加料 300円（テキスト代など）

■講師・協力 福井県坂井農林総合事務所・福井県総合グリーンセンター

■受付期間 いずれも２月25日(水)〜３月６日(金)

（※定員になり次第締め切ります。）

■申込み・問合せ　中央公民館　☎73-2000

紙芝居の実演講座

“のまりん”こと野間成之さんの紙芝居のレパートリーは、日本の

民話、創作童話から外国のものまでたくさんあり、国内はもとより海

外公演も行っています。

子どもを引きつける軽妙な語り口の紙芝居の世界を楽しんでくださ

い。どなたでもお気軽にご参加いただけます。

■と　き ３月21日(土) 14:00〜15:30

■ところ 芦原図書館会議室

■講　師 野間成之 氏（金沢子どもの本研究会会長）

■問合せ 芦原図書館　☎78-7246 金津図書館　☎73-1011
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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

◆乳幼児室
と　き ３月４日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 ・小児救急法

・発達・発育・病気のケアなど相談に

応じてます。

講　師 子育てマイスター　堀田 文子さん(看護師)

◆ふれあい広場
「おわかれ・おたのしみ会」

１年間の楽しかったことなどを思い出しながら、

みんなで楽しく過ごしましょう。

と　き ３月18日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 ・出し物を見たり、歌を歌ったり、リズ

ム遊びを楽しみましょう。

・３月生まれのお友だちのお祝いをします。

※ 参加ご希望の人は、３月６日(金)までに、子

育て支援センター（☎73-5540）へお申し込み

ください。先着70組で締め切ります。

（当日の受付はできません）

＜言葉をかけてあげましょう＞

赤ちゃんと一緒に遊んでいる時、いろんな言葉をかけて遊ぶと楽しいですね。「わーぁ、すご

ーい！」「上手にできたね！」など思ったことを言葉にしてあげましょう。一緒に声を上げて楽

しんだり、子どもの言葉を繰り返したり、時には小さい声でこそこそ話して興味を引いたりăăă。

言葉をかければ、ただの赤い丸がリンゴになったり、手を広げるだけで飛行機になったり、

遊びは自然に広がっていきます。楽しくなると子どもはとってもおしゃべりになります。遊び

のいろいろな場面で、その気にさせて、やる気にさせる言葉をたくさんかけてあげましょう。

そうすると言葉もたくさん覚えてきますよ。

子

育て

ワ

ンポ
イン
トアドバイス

子育て支援センター拝見！ この日はスポーツ専門指導員によるĀリズムで遊ぼうāが

開かれていました。親子で触れ合って遊んだり、マット

遊びで体を動かしたりしてとても楽しそうでした。

※ ３〜５月の幼児園・保育所(園)開放デーはありません。
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中央公民館と湯のまち公民館で、利用団体の成果発表を兼ねた

作品展や体験教室などを開催します。

湯のまち公民館まつり

（湯のまち公民館 ☎78-6350）

３月7日(土)

◎公民館利用団体の作品展 9:00〜17:00

◎体験会 13:30〜15:30

《ブリザーブドフラワーアレンジ》

ブリザーブドフラワーを使ってかわいい

ケーキ、思わず食べたくなるようなケー

キを作ってみませんか。

料　金 500円　

定　員 20人

※ 事前に申込みが必要です。２月23日(月)

から受け付けを開始します。

３月8日(日)

◎公民館利用団体の作品展 9:00〜15:00

◎ 〃　　ステージ発表 9:30〜12:30

◎お茶席（煎茶クラブ） 10:00〜

◎婦人会バザー 11:00〜12:30

ほのぼの展

（中央公民館 ☎73-2000）

３月７日(土)・８日(日)

◎公民館教室生、

クラブ生作品展示、

お茶席、体験教室

9:00〜16:00

３月８日(日)

◎エコキャンドル作り 10:00〜

家庭でいらなくなった廃油を使って作りま

す。あなたもĀエコāに一役！

対　　象 小学生以上（小学生は保護者同伴）

募集人数 20人（定員になり次第締め切ります。）

参 加 費 100円

◎お茶席（暮らしのお茶） 10:00〜15:00

※ エコキャンドル作りに参加希望の人は、

申込みが必要です。２月25日(水)から受け

付けを開始します。

※ その他利用団体による体験教室も予定し

ています。詳しくは、中央公民館までお問

い合せください。

公民館からのお知らせ

お知らせ

エコキャンドル作品

平成16年３月１日に芦原町と金津町が合併し、あわら市が誕生してから、今年で５周年

を迎えます。

市では、これを記念して、次のとおり「あわら市誕生５周年記念式典」を開催します。

当日は、市民憲章や市の花・木・鳥のシンボルを発表するほか、昨年末まで募集した

「ふるさとあわら地域力コンテスト」の最終審査と表彰も行います。

誕生５周年を迎えたあわら市が、次の飛躍を目指していくための節目となるイベントで

す。

どなたでもご自由にご参加いただけます。

お気軽にご来場ください。

■と　き ３月１日(日) 13:30〜

■ところ あわら市観光会館

■問合せ 政策課　企画Ｇ　☎73-8005

あわら市誕生５周年記念式典を開催します。
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お子さんの予防接種の受け忘れはありませんか？

２月28日から３月８日は、子ども予防接種週間です。

Ā大丈夫āと思っても、母子手帳で、お子さんの予防接種歴をご確認ください。

予防接種を受けるには、市役所から事前に送られている、お子さんの名前が印字された予診票かはがきが

必要です。お手元にない人は、健康長寿課へご連絡ください。

４月からの入園・入学に備えて予防接種を済ませ、病気に対する抵抗力をつけましょう！

※　三種混合、日本脳炎については、接種間隔によって、回数が変わる場合があります。

※ 国の指針により、20〜24年度までの５年間、中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人を対象に麻

しん風しんの３期および４期の予防接種を実施することになりました。

※ １月に入り、坂井地区で麻しんの患者がでました。予防接種がまだの人は早めに受けましょう。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

障害者１１０番 地区相談会

身体・知的・精神障害者の財産相続問題や人権問

題、日常生活上の悩みや心の相談など、さまざまな

相談に応じます。秘密は厳守しますので、ご安心く

ださい。

■と　き ３月11日(水) 13:00〜15:00

■ところ 中央公民館

■内　容　・弁護士、司法書士による専門相談

・身体知的障害者相談員による

ピアカウンセリング

■問合せ （社）福井県身体障害者福祉連合会内

福井県障害者社会参加推進センター　

☎27-1632 FAX 25-0267

お知らせ

ノロウイルスにご用心！
食中毒は冬でも発生します

寒い時期にも食中毒は発生します。特に、冬場に

おいては「ノロウイルス」による食中毒に十分気を

つけてください。ノロウイルスは、食事などととも

に口から入り、腹痛や下痢などの症状を引き起こし

ます。

感染予防として

・手洗いの徹底が重要です。

・食品の取り扱いに注意をしてください。加熱調

理は、中心温度85℃以上で、１分以上行いまし

ょう。また、野菜や果物など、加熱しない食品

は十分に流水で洗浄しましょう。包丁やまな板

は、熱湯ですすぐなど洗浄・消毒を行ってから

使用しましょう。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

予防接種 回　数 対　　　　象

麻しん風しん

２期　１回

３期　１回

２期　小学校入学の前年度

３期　中学校１年生に相当する年齢の者

ポリオ ２回 ３カ月〜７歳６カ月未満

日本脳炎

初回　２回
３歳〜７歳６カ月未満

現在、接種勧奨を中止していますが、保護者の希望により、公費（無
料）で接種を受けることができます。ご希望の人は、健康長寿課へご連
絡ください。

三種混合
３回

１年後に１回
３カ月〜７歳６カ月未満

１年後に１回

１期　１回 １期　１歳〜２歳未満

４期　１回 ４期　高校３年生に相当する年齢の者
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お知らせ

心の元気回復！講座

私たちは、日常生活の中でさまざまなストレスを

受けています。ストレスにうまく対処できずにいる

と、心や身体に不調がでることがあります。

講演や体操で心の元気を回復しましょう。

■と　　き 3月18日(水) 13:30〜15:10

■と こ ろ 保健センター

■内　　容

講演　「明るい気持ちで過ごすためのヒント」

「老年期うつ病」とは

講師　宇賀治　真紀 氏

（労働衛生センター医師）

体操 「ストレッチでこころも身体もほぐし

ましょう」

講師　堀　鈴子 氏

（トリムパークかなづスポーツ専門指導員）

■参 加 料 無料（動きやすい服装でお越しください）

■申込期限 ３月13日(金)

■申込みă問合せ 健康長寿課 健康増進Ｇ ☎73-8023

心の健康相談

自分自身について悩みや不安があって、困ってい

るとき。（いらいらする、気分が沈んで何もする気

がしない、眠れないなど）

家族や近所の人の行動について気になることがあ

るとき。（意味不明のことを言うなど）

このような時は、お気軽にご相談ください。

■と　き ２月19日(木)、３月５日(木) 、19日(木)

14:00〜16:00 （予約制）

■ところ 坂井健康福祉センター

■内　容 精神科嘱託医による面接（必要に応じて

訪問も行います。）

秘密は厳守します。

■相談料 無料

■申込み・問合せ

坂井健康福祉センター　福祉保健課

☎73-0600 FAX 73-0763

あなたの「心」は元気ですか？

坂井地区医師会からのお知らせ

坂井地区医師会では、在宅療養を希望するあわら

市・坂井市の市民が安心して在宅医療が受けられる

ように坂井地区在宅医療コーディネート事業Ā坂井

地区在宅ケアネットāを11月1日から発足させていま

す。お気軽にご利用ください。

坂井地区在宅ケアネットって？どんな活動を

しているの？

１.かかりつけ医を紹介します。

・住み慣れた地域の中で療養生活を送りたいが、か

かりつけの医師がいない。

・今、入院中だが退院後、往診してもらえる医師を

探したい。

→在宅での主治医をご相談のうえ、紹介させていた

だきます。

２.相談窓口を開設しました。

・最近、家族の具合が悪い。

・どの医療機関に行けばよいのかわからないなど。

→医療、介護についてのご相談をお受けします。

■問合せ 坂井地区医師会 坂井地区在宅ケアネット　

☎73-5366（月〜金曜日　13:00〜17:00）

FAX 73-5363

エイズ、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎検査を
受けませんか

■と　き ２月23日(月)、３月９日(月)、23日(月)

9:00〜11:00

■ところ 坂井健康福祉センター

■その他 ・相談、検査は匿名で受診できます。

（センターの医師が必要と認めた場合、

検査は無料となります。）

・検査を希望する場合、感染の心当たり

がある日から12週間（３カ月）たって

から受診してください。

・検査の結果は約１週間後、医師が説明

のうえ、お伝えします。

・電話での相談は、随時行っています。

■申込み・問合せ

坂井健康福祉センター　福祉保健課

☎73-0600 FAX 73-0763
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お知らせ

①放課後児童クラブ指導員

小学校の放課後、低学年の児童を対象に開設して

いる放課後児童クラブの指導員を募集します。

■募集人員 若干名

■応募資格 特になし

■雇用期間 ４月１日〜22年３月31日

■勤 務 日 平日（月〜金曜日）

■勤務時間 平日　放課後〜18:00

夏休みなどの長期休み期間 8:00〜18:00

■勤務場所 各児童クラブ活動場所

■賃　　金 時給 800円

■申 込 み 随時受け付けています。

履歴書を持参のうえ、子育て支援室へ

お申し込みください。

臨時職員を募集します

②母子自立支援員

母子家庭の母に対する生活、就業の相談指導など

を行う母子自立支援員を募集します。

■募集人員 １人

■応募資格 過去に保育士や教諭、相談業務などの

経験をされた人

■雇用期間 ４月１日〜

■勤 務 日 １カ月に16日間

■勤務場所 福祉課

■賃　　金 月額 96,000円

■申 込 み ３月６日(金)までに、履歴書に資格証明

書の写しを添え、子育て支援室へ持参

または郵送してください。

自主防犯組織の結成を促進しています！

市では、自主的に夜間防犯パトロールや登下校時

の子どもの見守り活動などを行う、自主防犯組織の

結成促進・活動支援を目的として補助金制度を設け

ています。ご活用ください。

■概　要 夜光チョッキ、点滅指示灯、腕章、青色

回転灯、マグネットシート、懐中電灯な

ど、防犯活動用品の購入に要する経費の

30％の助成（限度額 6,000円）

■問合せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

市長ランチョン・ミーティング開催

昼休み時間を利用して、市長と市政のことなど

についてお話しませんか。

■対　象 市在住の人　人数は４人以上13人まで。

■と　き 月〜金曜日　12:00〜13:00

■ところ 市長応接室（市役所２階市長室隣）

■申込み 電話、FAXまたはE-����でお申し込みくだ

さい。その際、代表者氏名、連絡先、希

望日、参加人数などをお知らせください。

特別な懇談事項がある場合は、その内容

もお願いします。

■その他 昼食は持参していただくか、またはご希

望があればこちらで用意します。（費用は、

個人負担でお願いします。）

※ 市長公務との調整が必要となりますので、事前

にお問い合わせください。

※ お願いや個人的な苦情、陳情、要望などはご遠

慮ください

■問合せ 総務課　秘書Ｇ　☎73-8001

■問 合 せ ①②いずれも

福祉課　子育て支援室　☎73-8021

地上デジタル放送の相談

2011年（平成23年）7月24日にはテレビ放送が地

上デジタル放送に完全移行となります。

アナログ放送が終了するため、デジタル対応では

ないテレビやビデオ、一部アンテナなどではテレビ

を見ることができなくなります。

どうすればデジタル放送が見られるかなど、決め

細やかな相談対応や説明会の開催、訪問対応などを

行うためにテレビ受信者支援センター（デジサポ）

が設置されています。お気軽にご活用ください。

●コールセンター

相談はコールセンターで一括して受けています。

☎0570-07-0101

平日　　　　　　　9:00〜21:00

土・日曜日、祝日　9:00〜18:00

※ ＩＰ電話等で、上記番号に繋がらない場合は、

☎03-4334-1111におかけください。

■問合せ 政策課　情報ă広報Ｇ　☎73-8006
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お知らせ

【加賀市編】

●大聖寺流し舟と城下町散策

■内 　 容 城下町大聖寺の町並みを、地元のガイ

ドの案内で歩きます。こたつが入って

暖かな流し舟に乗った後、川沿いの遊

歩道をたどりお寿司屋へ。旬の魚を堪

能して解散となります。

■と　　き 3月22日(日)、29日(日) 小雨決行

■集合場所　JR大聖寺駅（解散場所も同じ）

■定 　 員 ８人

■参 加 料 3,000円（乗船料、昼食代など）

■コ ー ス 9:20JR大聖寺駅集合 〜 9:40小山芳月堂

（茶室Ā香楽ā見学）〜 10:20流し舟 〜

10:55聴山房にて休憩（山の文化館）

〜 11:20川沿い散策 〜 12:00喜美すし

で昼食 〜 12:55JR大聖寺駅 解散

■問 合 せ KAGA旅まちネット　☎0761-72-6678

【あわら市編】

●あわら温泉欲張りツアー

■内 　 容 あわら温泉の老舗旅館で、お茶とお菓

子をいただきながら、普段は見ること

のできないお宝を拝見。次に老舗旅館

とは対照的な近代的旅館で、懐石料理

や落語を楽しみます。その後はゆった

り温泉につかって疲れを癒していただ

くというあわら温泉満足尽くしのツア

ーです。あわら温泉を知り尽くしてい

る女性が皆さんをご案内します。

■と　　き 3月17日(火)

■集合場所　あわら湯のまち駅

■定 　 員 20人

■参 加 料 7,000円（食事代など）

■コ ー ス 10:00あわら湯のまち駅集合・受付 〜

10:35つるや旅館 お宝拝見〜（お茶と

お菓子付き）〜 11:20まつや千千（落

語Āはやおき亭貞九郎ā、懐石料理、お

風呂 ）解散 13:00ごろ

■問 合 せ 観光商工課　☎73-8029

越前・加賀みずといで湯の文化連邦

いいもん探してぶらぶら散歩参加者募集！

ツアーに参加して、越前・加賀のいいところを再発見してみませんか。

■申込方法 各市へ電話（土・日曜日を除く）でお申し込みください。

■受付開始　２月16日(月) 9:00〜

■そ の 他 各コースとも定員になり次第締め切ります。

【坂井市編】

●越前海岸の自然を満喫する　春探し散歩

■内 　 容 いつもは大勢の観光客でにぎわう東尋

坊・雄島。３月は行楽シーズン前なの

で比較的静かにのんびりと海沿いの風

景を楽しむことができます。ガイド付

きウオークで、今まで見たことのない

東尋坊の眺めとようやく訪れた春を探

しに出かけてみませんか。

■と　　き ３月20日(金・春分の日) 小雨決行

■集合場所　三国観光協会駐車場

■定 　 員 20人

■参 加 料 1,200円（おやつと温泉入浴券付き）

■コ ー ス 9:30三国観光協会集合・受付 〜 9:50東

尋坊 〜（路線バスで移動） 〜 海浜自

然公園〜 10:20雄島橋 〜 雄島内散策

〜 11:15荒磯遊歩道 〜 福良の浜 〜

12:00東尋坊 解散

●三国湊町の栄華をたどる　食べ歩き散歩

■内 　 容 江戸時代から明治にかけて北前船交易

で大いににぎわった三国湊町。今も残

るその頃の面影をたどりながら、三国

のおいしいスウイーツをほおばりなが

ら歩いてみませんか。地元のガイドの

案内で隠れた見どころにも立ち寄りま

す。

■と　　き ３月21日(土) 小雨決行

■集合場所　三国商工会館前駐車場

■定 　 員 20人

■参 加 料 1,200円（おやつと温泉入浴券付き）

■コ ー ス 9:30三国商工会館集合・受付 〜 日和山

金凰寺 〜 地蔵坂・出村周辺 〜 10:00

思案橋周辺 〜 10:30旧岸名家 〜 旧森

田銀行本店 〜 11:30三国湊町家館 解散

※そ の 他 履きなれた靴で参加してください。

雨具を持参してください。（荒天のとき

は中止することがあります。）

両コースとも三国温泉ゆあぽーとの入

浴代が含まれていますので、散策の後、

疲れた体を温泉で癒してください。

■問 合 せ 坂井市 観光課　☎50-3152
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３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ă

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

桑原ă古屋石塚

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

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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★

一般利用日

一般利用日

一般利用日

百　寿　苑

02 月 波松

03 火 一般利用日

04 水 本荘全地区

05 木 一般利用日

06 金 北潟ă浜坂★

9 月 山方ă里方ă温泉

10 火 一般利用日

11 水 新郷

12 木 一般利用日

13 金 波松★

16 月 本荘全地区

17 火 一般利用日

18 水 北潟ă浜坂

19 木 一般利用日

23 月 山方ă里方ă温泉

24 火 一般利用日

25 水 新郷

26 木 一般利用日

27 金 波松★

30 月 本荘全地区

★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

エコライフ住宅フェア

■と　き ３月14日(土)・15日(日) 10:00〜17:00

■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

◆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

宅建築をされると、土地代を特別優遇します。

■問合せ 県住宅供給公社　☎21-0010（住宅課）

現地案内会場　 ☎携帯090-1638-1101・1102

消防からのお知らせ

くらしなんでも相談を実施します

くらしの中で困っていることや法律問題について、弁護士な

どがおこたえします。気軽にお越しください。相談は無料です。

■と　き ３月８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

自動車の名義、住所変更などの手続きは
お済みですか？

２〜３月の年度末は、窓口が大変混雑します。

次に該当する人は、早めの申請手続きをお願いします。

❶自動車の名義変更や廃車の手続き、住所変更の手続きを行

っていない人

❷２・３月中に車検が切れる自動車を引き続き使用する人

（継続車検は有効期限の切れる１カ月前から受検できます）

■問合せ 福井市西谷１丁目1402 中部運輸局福井運輸支局

○登録関係

☎050-5540-2057

（自動音声案内、続けてĀ026āでオペレータ対応）

○検査関係

　☎0776-34-1603

※ 軽自動車については、軽自動車検査協会福井事務所

（☎38-1509)へお問い合わせください。

勤労福祉会館廃館のお知らせ

行財政改革の一環として、勤労福祉会館を３月31日をもっ

て廃館いたします。

皆さんのご理解をお願いいたします。

■問合せ 観光商工課　企業誘致室　☎73-8030
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お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市　山代温泉

魯山人の器

〜魅せられた赤〜

魯山人の作品と言えば織部・備前

のような大胆なものと思われがちで

すが、今回は魯山人の知られざる一面

を赤絵作品を通して紹介します。

と　　き ３月31日(火)まで

と こ ろ 魯山人寓居跡 いろは草庵

そ の 他 開館 9:00〜17:00 

入館料 一般 500円

75歳以上 250円

問 合 せ 魯山人寓居跡 いろは草庵

☎ (0761) 77-7111

児童館が行った節分

豆まき会に取材に行き

ました。参加した子どもたち

は、個性豊かな顔の鬼のお面

を作っていました。（誰の顔を

イメージして作っていたので

しょうか？）お面作りの後に

豆まきが行われ、鬼が登場す

ると、皆一斉に鬼めがけて元

気よく豆を投げつけていまし

た。当てられた鬼はとても痛

そうでした。わが家では、鬼

の役をするのは私しかいませ

ん！（痛さは我慢するしかな

いかăăă。）（利）

三国競艇開催日

３ /５(木) 〜３/ 8 (日)  

３/11(水) 〜３/15(日)  

３/26(木) 〜３/29(日)

《ゆずります》

ペダルカー

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市野球連盟ナイターリーグ
戦などの参加チーム募集

①ナイターリーグ

■時　期 ４月中旬〜10月中旬まで

■内　容 平日の夜を中心に行う

リーグ戦（年10試合程度）

前半 19:20〜20:35

後半 20:40〜21:55 

■対　象 あわら市に在住または勤務

する人を主体としたチーム

■参加料 30,000円

（登録料、ナイター料 予定）

②Ｃ級

■時　期 ４月〜10月まで

■内　容 高松宮杯、県民野球大会、

東日本大会の市予選および

県大会などに出場

■費　用 年間登録料16,000円＋大会

参加料（市予選3,000円 予定）

■締　切 ①②いずれも３月31日(火)

■申込先・問合せ

あわら市野球連盟事務局　谷川

携帯　☎090−5447−6794

※　連絡後、登録用紙をお送りします。

ＮPO法人いきいきＩＴクラブ

パソコン入門講座

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

毎週火・木曜日

18:30〜20:30

■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　20人

■参加費　１カ月3,000円（原則とし

て３カ月前納）、教材代

別途必要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

H21.１.１〜１.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

笹原　緋月
ひ づ き

男 真人 和代 上　番

田川　優希
ゆ う き

男 淳一郎 鮎美 重　義

齊藤　歩積
ほ づ み

男 富洋 実千代 桜ケ丘

西川　晴陽
は る ひ

男 敏夫 久美子 北　野

畑　　京花
きょうか

女 幸治 尚子 向ヶ丘

川島　由衣
ゆ い

女 直哉 千佳子 中　央

清水　一玖
い つ と

男 克亮 淳子 御　鷹

刀根　　隼
はやと

男 一 久美子 二面温泉

土田　天音
あ ま ね

女 泰三 美奈 下　番

隠居優一翔
ゆ い と

男 昌伊智 真紀 新

田崎　真瑚
し ん ご

男 郁雄 眞妃 横　垣

北川　　遼
りょう

男 昌邦 裕美 新　用

三上あかね 女 忠之 陽子 熊　坂

藤田　聖心
せ い ご

男 吉宏 奈美恵 山十楽

大塚　彩生
あ お い

女 往正 陽子 布　目

桑原　利夢
り む

男 鋭一 寿子 新　用

瀬川　莉子
り こ

女 昇三 真弓 新　

安田　武弘
たけひろ

男 英雅 恵子 若葉台

辻下あおい 女 武士 絹恵 北潟東

生誕ービベ

「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
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土金木水火月日

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

外 ■外 春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■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 野 村 医 院(坂井) 72-1839

■外 加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

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

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、ＢăＣ型肝炎検査
9:00〜11:00 坂井健康福祉センター
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

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

３歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

農地法に基づく許可申請締切日 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

教育相談・親の会
19:30〜21:00 中央公民館

乳児教室
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

心の健康相談（予約制）
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

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

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

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 31

もぐもぐ教室 9:40〜12:00 保健センター
ふれあい広場「おわかれăおたのしみ会」
10:30〜11:45 子育て支援センター
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑
心の元気回復講座
13:30〜15:10 保健センター

心の健康相談（予約制）
14:00〜16:00 坂井健康福祉センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

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

社会保険相談
13:30〜16:00 市役所
心配ごと・無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター
工作教室
10:30〜　　　芦原図書館

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

あわら市の人口

31,279人 (−８)

21年 2月１日現在　

男 1 4 , 7 7 7 人 (± 0 )

女 1 6 , 5 0 2 人 (− ８ )

世帯数 1 0 , 2 6 2 世帯 (± 0 )

( )は前月比

20 春分の日
市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

■内 西 野 医 院(三国) 82-1392

内 ■内 鈴木クリニック(丸岡) 66-2624

外 ■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■内 荒 井 医 院(三国) 82-7703

■内 松井クリニック(丸岡) 66-8380

外 ■■外 友 田 医 院(春江) 51-0343

休
日
当
番
医

■内 藤 井 医 院(三国) 82-1113

■内 つちだ小児科医院(丸岡) 67-8306

外 ■外 国立あわら病院(あわら) 79-1211

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）

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

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）

●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。

所得税市県民税の確定申告 は

３月16日(月)までに！

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


	ページ01
	ページ02
	ページ04
	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

