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安全で安心なまちづくり 総務部

❶ 安全で安心なまちづくりの推進

目　標１ 防災無線の整備について本年度は調査設計を行います。

進ちょく状況 7月に入札を実施し、基礎調査を実施中です。

・目　標２ 10組織の自主防災組織設立を目指します。

進ちょく状況 ９月16日現在、4組織が設立されました。進ちょく率は40％です。

目　標３ 芦原、金津両消防署の統合計画を含めて改築の基本方針を決定します。

進ちょく状況 議会総務常任委員会に、市および嶺北消防本部の方針を示し、３回の委員会協議と視察を経

て鋭意検討を進めています。

❷ 公共施設の有効利用

・目　　標 旧芦原庁舎の有効活用の方針を本年度の早い時期に決定します。

・進ちょく状況 統合幼児園を核とした活用案を中心に、老朽化した施設の統廃合と行政改革の視点で費用対

効果を検討中です。

❸ 入札制度の改革

・目　標１ 一般競争入札の範囲拡大を図り、競争性をさらに高めます。

・進ちょく状況 対象を７千万円以上から3千5百万円に引き下げて、３件の入札を実施しました。平均落札率

は81.４％です。

・目　標２ 電子入札システムの導入に向け準備を進めます。

・進ちょく状況 県のシステムを利用することとし、現在、県と調整中で年明けには実施の見込みです。

広報5月号で各部が取り組むべき重点目標を掲載いたしましたが、９月末

でのそれぞれの進ちょく状況をお知らせいたします。

重点目標には、目標数値のあるものとないものが混在しているため、必ず

しも進ちょく率を数字で表せないものもあります。

平成20年度も10月に入り折り返し点にきておりますが、目標達成に向け

てさらに努力してまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

市の重点目標　中間報告

〜重点目標の進ちょく状況をお知らせします〜

総務部長　神尾秋雄
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健全な財政運営　 財政部

❶ 健全な財政運営の推進

目　標１ 大型事業について、年次計画および事業規模の見直しを行います。

進ちょく状況 今後の歳入見通しを作成中で、歳出は、振興実施計画を基に11月を

めどに事業計画の見直しを行います。

目　標２ 各種公共料金の適正化に向けた検討を行います。

進ちょく状況 主要な公共料金の適正化に向け現状を調査中であり、その結果を踏

まえ、来年度以降の負担(公共料金)を検討します。

❷ 各種財政情報の公表

目　標１ 各種の財政情報（バランスシート、財政指標、借入金・積立金など）を公表します。

進ちょく状況 財政健全化法に基づくあわら市の健全化判断比率を市の９月号広報紙およびホームページで公

表しました。バランスシート、借入金・積立金等の状況は、年内に広報紙などで公表します。

目　標２ 各種行政サービスについて、コストを踏まえた住民負担に関する情報を公表します。

進ちょく状況 ごみ処理手数料、保育料、上下水道使用料の現状を市の9月号広報紙およびホームページで公表

しました。

❸ 市税などの収納促進

目　　標 市税などの収納を強力に推進し、市税の現年度分収納率97％以上を目指すとともに、財産の差

押え等の滞納処分を積極的に実施します。

進ちょく状況 財産の差押えを10件(不動産１件、動産３件25点、債権(給与など)６件)行うとともに、差押え動

産のインターネット公売を10月から実施しています。また、県との共同徴収チームによる滞納

処分を10月から実施しています。

健やかに生きる、元気なまち 市民福祉部

❶ 循環型社会づくりの推進

目　　標 市民一人一日100ｇ（市全体で1,100ｔ/年）のごみの減量化と

資源の有効利用を推進します。

進ちょく状況 ８月末現在のごみの総排出量は4,522ｔで、対前年同月比286ｔを

減量しました。進ちょく率は26％です。

❷ 公共交通機関の利用促進

目　　標 鉄道、バスの利用促進を図るとともに、コミュニティバス運行を９月までに見直します。

進ちょく状況 路線バス４路線を含めた見直しを行っており、コミュニティバスとの整理統合のほか、高齢者

や学生、生徒など交通弱者に配慮した運行を検討中です。

❸ 多様な幼児教育・保育環境づくりの推進

目　　標 旧両町で異なる形態で行われている保育の今後のあり方について方向性を決定します。

進ちょく状況 関係各課で現在検討中でこれまで５回の検討会を開催しました。

❹ 元気で長生き、豊かな健康生活づくり

目　標１ 健診受診率20％以上、保健指導の実施率25％以上を目指します。

進ちょく状況 ６月から開始の特定健診の受診率向上を図るため、広報および個人通知による周知を行いまし

た。今後、国民健康保険加入者に対し広報および回覧を行う予定です。

目　標２ 生活習慣病などの発症と重症化の予防を目指し、特定健診・特定保健指導の実施および啓蒙活

動、モデル地区における健康づくり事業の支援を強化します。

進ちょく状況 あわら市医師会・歯科医師会の協力を得て、ケーブルテレビ番組を９番組自主制作し、４月か

ら放映しました。国民健康保険団体連合会が推進している健康づくり事業として、浜坂区をモ

デル地区に決定し、７月から区が中心となり計画した健康づくり事業を実施しています。

財政部長　長谷川賢治

市民福祉部長　川島清一
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活気あふれる産業の育成 経済産業部

❶ 農業・農村の再生と食の安全

目　標１ 担い手を育成し、水田経営安定対策（品目横断）への加入促進を

図ります。特に、水稲は加入率60％を目標とします。

進ちょく状況 新たに５人が認定農業者に、２集落が集落営農組織の法人化に取

り組みました。水稲の加入率も着実に増加しています。

目　標２ ５年間で北部丘陵地の遊休農地10��の解消を目指します。また、

果樹の廃園防止対策を推進します。

進ちょく状況 「かなづ干し柿組合」が８月に設立されました。また、関係集落に「生産協働隊」を設け、

荒廃したナシ園の優良化や新たな生産放棄を抑制することにしています。

目　標３ 農地・水・環境保全向上対策を促進します。営農活動支援集落の取り組みを８集落まで増や

します。

進ちょく状況 農地・水・環境保全向上対策への参画促進は、おおむね行渡りました。また、営農活動支援

には新たに１地区が加入しました。

❷ 観光の振興

目　　標 近隣市町と連携を取りながら、広域観光を推進します。

進ちょく状況 おいでや本舗（あわら三国広域観光推進協議会）による東尋坊夕陽ハートカクテル（９月〜

10月）の開催、越前すいせん号（12月〜２月）の運行、京福バスの永平寺・朝倉号（８月〜

12月）の運行、３ツ星観光地高山市との連携などを進めています。

❸ 企業誘致と定住の促進

目　標１ 古屋石塚区に産業団地を整備します。

進ちょく状況 古屋石塚テクノパーク（５��）は、本年６月に着工し、来年３月完成見込みです。

目　標２ 市内企業や関連機関との連携強化により、勤労者の定住を促進します。

進ちょく状況 市の助成制度などを活用して、市内企業が増設計画を進めており、今後、市内雇用者や定住

者の増大が見込まれます。

教育環境の整備　　　　　　　 教育委員会

❶ 中学校整備と小学校耐震化事業

目　標１ 芦原・金津両中学校の整備方針を決定します。

進ちょく状況 ９月16日に整備検討案をまとめ、現在、基本設計の策定に向け協議

中です。

目　標２ 各小学校の体育館の耐震補強および校舎の補強計画と実施設計を行

います。

進ちょく状況 体育館の補強工事は８月末に完了し、校舎の計画と設計は７月に発

注をしました。現在、その業務を進めています。

❷ 「金津創作の森」の情報発信

目　　標 平成19年度より5,000人の来場者増を目指します。

進ちょく状況 森の作家展などのイベントや利用しやすい工房運営を実施し、利用者増に取り組んでいます。

❸ 総合型地域スポーツクラブの設立

目　　標 平成21年度のクラブ設立に向け準備を進めます。

進ちょく状況 検討部会の立ち上げやスポーツニーズ調査を実施するとともに、県のクラブ連絡協議会に

出席し、他市町との意見交換を行っています。

経済産業部長　坪田清孝

教育部長　出店　学
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快適な住環境 土木部

❶ 北陸新幹線延伸に対応したまちづくりの推進

目　標１ 福井の北の玄関口にふさわしい駅周辺の整備を進めます。

進ちょく状況 本年度予定している西口アクセス道路の用地補償と移転補償契約が

終了し、今後工事を発注します。

目　標２ 住吉公園・新公園・新用公園の３公園の整備を進めます。

進ちょく状況 現在ワークショップを開催しながら設計を行っており、設計が完成次第工事を発注します。

目　標３ 景観に配慮したまちづくりを推進するため、市民と年6回以上のワークショップを開催しま

す。

進ちょく状況 駅周辺で１回、公園整備で２回のワークショップを開催しました。進ちょく率は50％です。

❷ 安心な住まいづくりの推進

目　標１ 住居の耐震診断と補強プランを合わせて20件以上実施します。

進ちょく状況 耐震診断9件、補強プラン11件を実施中です。進ちょく率は100％です。

目　標２ 市民の自主的な住宅耐震改修工事を６戸推進します。

進ちょく状況 ５戸が実施設計などを作成中です。進ちょく率は83％です。

❸ 下水道整備計画の見直し

目　標１ 認可区域の変更など整備計画を見直します。

進ちょく状況 下水道区域の変更を検討中です。進ちょく率は30％です。

目　標２ 下水道整備を行い下水道処理人口普及率75％を目指します。

進ちょく状況 現在の普及率は74.6％です。

このたびの入湯税滞納額における不適切な調

定処理に対し、市民の皆さまをはじめ、関係各

位に多大のご迷惑をおかけしたことを深くお詫

び申し上げます。

この件につきましては、入湯税の滞納額を未

調定処理としていたもので、今年５月末の時点

において、５旅館の実質滞納額は平成13年度か

ら19年度までの７年間で税額にして17,447,100

円に及び、結果的に決算などで誤った報告がさ

れていたものであります。

このことは、行政に対する信頼を損なう重大

な事案であることから、速やかに市議会に報告

するとともに、５月末日に全滞納額を19年度調

定に計上いたしました。また、６月には副市長

を委員長とする「入湯税調定問題調査委員会」

を設置し、申告書などの書類点検や関係職員か

らの聞き取り調査など、その原因と事務の実態

把握を行ったところであります。そして、同調

査委員会の調査結果を基に、９月19日付けで、

当時の関係職員に対し戒告を含む懲戒処分など

を行った次第です。

このような不適切な事務処理は決して許され

るものではありませんが、未調定期間中にあっ

ても、鋭意徴収事務に当たっていたことは事実

であり、このことはぜひご理解いただきたいと

存じます。

二度とこのような問題が発生しないよう、公

務員としての法令遵守意識の徹底を図るための

研修実施をはじめ、事務監査体制の整備充実や

税務事務におけるチェック体制の強化などに取

り組んでまいりますので、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。

あわら市長　橋本　達也

入湯税の未調定問題に対するお詫び

土木部長　山口志代治
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

ゆ〜み〜トライアングルから

Āこんにちは」

市では、男女の区別なく誰でもその能力と個性を十分に発揮できるまちづくりを進めるために、あわら市

男女共同参画推進市民会議を設置しています。メンバーは市民の代表としてお願いした20人で、皆さんに親

しみをもっていただけるよう「ゆ〜み〜トライアングル」という名前で活動をしています。

活動の内容は、市民の皆さんに男女共同参画とは何かにつ

いて、よりよく知っていただくためのペープサート（人形劇）

や寸劇を通じた啓発が主なものとなっています。劇のテーマ

は、市民の皆さんの周りでもよくある、家事や職業の選択の

話を題材にしたわかりやすいものを選び、自分達でシナリオ

を作って発表しています。

お邪魔する地域や学校によって反応は様々で

すが、小学校での開催では、寸劇を見ている

子ども達の表情は真剣そのもので、メンバー

もずいぶん緊張したようです（ときおり、笑

いもありました）。

また、このほかにも、国や県で開催される

研修会などへ参加し、自らの研さんに努めて

います。

今後も、研修会などで新しい知識を得ながら、常に身近な話題を取り上げ活動をしていく予定です。

（メンバーから一言）

■問合せ 男女共同参画推進室　☎電話73-8003

地区で行った出前講座の様子

小学校で行った出前講座の様子

「男女共同参画」ってとても難しい言葉ですが、結局は人間同士の思いやりが大事なんだ

ということを感じています。これからも素晴らしい仲間達と、思いやりの大切さを伝えられ

たらと思っています！

あわら市コスモスの会（ひとり親家庭の会）

親子ボーリング大会

■と　き 11月30日（日） 9:30 集合

■ところ 中央公民館

■参加料 無料

■締切り 11月14日(金)

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021 コスモスの会　☎73-0918



市長コラム

第16話「紹興市訪問記」

友好都市締結25周年記念式典に参加するため、９月

23日から26日まで、団員29人で中国紹興市を訪れまし

た。

式典参加のほか、藤野厳九郎胸像の除幕式、金津高校

と魯迅高校との友好校締結式などを執り行いました。そ

のほか今回は、福井県のご支援もいただいて、杭州と上

海の旅行社に芦原温泉のＰＲをして回りました。少し当

たりがあったので期待しているところです。

ところで、あの広い中国でも日本人の胸像が設置され

ているのは、ひょっとするとこの藤野厳九郎像だけかも

しれません。それを思うと、やはり魯迅と藤野厳九郎の

師弟愛というのは大きな歴史的価値をもっていると感じ

た次第です。また、同じ市とはいっても、あわら市の人

口は３万人。紹興市の人口は463万人なのです。面子

（めんつ）を重んじる中国としては、あわら市に破格の

待遇をしていると思います。

しかし、小さくても市は市です。紹興市長とは対等に

話し合ってきたつもりです。「山椒は小粒でピリリと辛

い」が、あわら市です。

よもやま!?

ありのまま!!

7

ｚ

車いすツインバスケット
◆９月14日　トリムパークかなづ

車いすを使って行うツインバスケット交流会がトリムパーク

かなづで行われました。参加した地元の小学生約50人は、車い

すの操作方法などを教わった後で、障害者チームと対戦をしま

した。小学生らは障害者チームの選手が放つ素早く正確なシュ

ートに大きな歓声を上げていました。

交通安全寸劇アカデミー賞
◆９月28日　市観光会館

子どもと高齢者交通安全第４回寸劇アカデミー賞コンテスト

が観光会館で行われ、市内外から参加した７チームが、子ども

と高齢者の交通安全をテーマにした劇を競い合いました。おと

ぎ話や民話をもとに作られた寸劇に、会場からは拍手や笑いが

起こっていました。

二面温泉区防災訓練
◆９月28日　二面温泉区民館

昨年、自主防災組織を立ち上げた二面温泉区が防災訓練を実

施しました。訓練は、区民の安否確認や消火訓練などが行われ

ました。また、阪神淡路大地震語り部による講演会も行われ、

参加した区民らは、語り部の話にメモを取りながら真剣な表情

で耳を傾けていました。

気まま？

※先月号で『某市長さんも防災訓練のご挨拶で「ゴリラ的豪

雨」と読んで最後まで気づかなかった』と書きましたが、事

実無根であることが判明しました。噂話をうのみにした私の

間違いでした。ご本人をはじめ関係者に深くお詫びして訂正

いたします。
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細呂木ふれあい祭
■と　き 10月26日(日) 9:30〜

■ところ 細呂木公民館

■内　容 芸能発表・作品展・お茶席・模擬店・歌

謡ショー（13:00）・起振車体験（14:30）

■問合せ 細呂木ふれあい祭実行委員会事務局

（細呂木公民館内） ☎73-2151

剱岳かりんて祭
■と　き 11月23日(日 : 勤労感謝の日) 9:30〜

■ところ 剱岳公民館

■内　容 かりんて鍋振る舞い、剱岳そば実演販売、

地元農産物販売、各種模擬店、ステージ

発表、作品展など

■問合せ 剱岳かりんて祭実行委員会事務局

（剱岳公民館内） ☎74-1849

北潟公民館まつり
■と　き 10月19日(日) 9:30〜

■ところ 北潟公民館

■内　容 作品展示・お茶席・子どもコーナー

ステージ発表など楽しい企画が盛りだく

さんです。

■問合せ 北潟公民館　☎79-1100

本荘公民館まつり
■と　き 10月18日(土) 13:00〜20:00

19日(日) 9:00〜14:00

■ところ 本荘公民館

■内　容 18日　健康教室・前夜祭

19日　テント村・陶芸体験コーナーなど

作品展示（両日）

■問合せ 本荘公民館　☎78-5874

「ゆうゆうと輝く市民の会」

郷土を知ろう！「お宝発見ツアー」参加者募集

市内の史跡などをバスで巡ります。今回はりんご狩りも体験。

お宝発見ツアーにぜひ、ご参加ください！

●と　　き 11月16日(日) 8:30〜12:00（雨天決行）

●受　　付 旧芦原庁舎北側駐車場 8:30〜

●出　　発 8:45〜

●コ ー ス 旧芦原庁舎　→　金津城溝江館跡（市指定文化財）・妙隆寺

など（大溝）→　松龍寺（前谷） →りんご狩り（椚） →

旧芦原庁舎

※ 雨天の場合は、りんご狩りは中止し、お土産のみとなり

ます。

●対 象 者 市内在住の健康な人（小学生以下は保護者同伴）

●募集人数 40人（定員になり次第締め切ります）

●参 加 費 １人500円（バス代、りんご土産代など）当日集金します

●持 ち 物 雨具

●申込方法 文化学習課　☎73-8041（土・日曜日、祝日を除く）へ、

住所、氏名、電話番号、年齢（学年）をお知らせください。

●申込締切 11月５日(水)
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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＞

● みんなほんもの （相田みつを）

● 三月の招待状 （角田　光代）

● テンペスト　上・下 （池上　永一）

● 猫の形をした幸福 （小手鞠るい）

● きのうの世界 （恩田　　陸）

● セーヌの川辺 （池澤　夏樹）

● 蒼い月 （鯨　統一郎）

● 少しだけ欠けた月 （重松　　清）

● 四国八十八ケ所感情巡礼 （車谷　長吉）

● 地図男 （真藤　順丈）

● スヌスムムリクの恋人 （野島　伸司）

● 失われた季節に （三浦　明博）

● いかだ満月 （山本　一力）

● 恋のかけら （唯川　　恵）

● 延安 （リービ英雄）

＜一般書　その他＞

● 買物難民 （杉田　　聡）

● 図説伊勢神宮 （松平　乗昌）

● 「天地人」を歩く （火坂　雅志）

● ゆらぐ脳 （池谷　裕二）

● かならず成功する読みきかせの本

（赤木かん子）

● 離婚後３００日問題無戸籍児を救え

（毎日新聞社会部）

● 19歳の君へ （日野原重明）

● 昭和に学ぶエコ生活 （市橋　芳則）

● １週間で編むベビーニット（河合　真弓）

● あなたは顔で差別をしますか（藤井　輝明）

● 減築のすすめ　　　　　 （天野　　彰）

● かんたん干物づくり （島田　静男）

● 頗る非常！ （前川公美夫）

＜児童書＞

● オランウータンのジプシー（黒鳥　英俊）

● 小さな空 （風野　　潮）

● 大ドロボウ石川五十五えもん（吉田　純子）

● おにいちゃん （後藤　竜二）

● しっぱいにかんぱい （宮川　ひろ）

● よりみちせんべい （山崎　克己）

● ジンベエのなかまさがしの旅（くのきょうこ）

● ぐるぐるうずまき （三輪　一雄）

● おかあさんのおっぱい （ホ　ウンミ）

● サンドイッチサンドイッチ（小西　英子）

● ルウとおじいちゃん（クレール・クレマン）

● みんなおやすみ （和木　亮子）

●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。

図書館から古雑誌販売のお知らせ

保存期間の過ぎた雑誌を販売します。無くなり次第終了しますので、

お早めにどうぞ。

■と　　き 10月28日(火)〜11月９日(日)

■と こ ろ 芦原図書館・金津図書館

■問 合 せ 芦原図書館　☎78-7246 金津図書館　☎73-1011

文学講演会開催

■と　　き 11月22日(土) 13:30〜

■と こ ろ 中央公民館　多目的ホール

■講　　師 三田村 まつえ さん（日本民族衣装源流会代表）

■演　　題 おもしろなるほど平安からの伝え

■問 合 せ 芦原図書館　☎78-7246 金津図書館　☎73-1011

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「あいさつは　心と心の　キャッチボール 」

「みんなで挨拶は　非行防止の　第一歩 」

新郷小４年（受賞時） 三上　寛太郎・儀秋さん親子

「 悪い事　見ぬふりせずに　しかってね 」

「強い意志　持ってことわる　悪の道」

本荘小４年（受賞時） 北川　貴也・邦子さん親子
平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

◆と　き　11月３日(月ă文化の日) 13:00〜

◆会　場　中央公民館

◆日　程　開会・表彰 13:00〜

講演会 14:30〜

講師　　ダニエル　カールさん

演題　　すばらしきニッポンの

魅力に取り付かれて

◆主　催 あわら市・あわら市教育委員会

◆共　催 青少年健全育成あわら市民会議・あわら市文化協議会

◆問合せ 文化学習課　☎73-8041

みんなでつくろう　故郷あわら

平成20年度生涯学習推進大会

９月13日開催の観月の夕べを訪れた人たち

から、あかりばやしろうそく募金に28,387円

が寄せられました。

このお金は大切に使わせていただきます。

ありがとうございました。

あかりばやし実行委員会
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21年度の保育所(園)・幼児園への新規入所(園)を受け付けます。

出産や育児休業、仕事などの事情により、年度途中からの入所を希望する人についても受け付けます。

（ただし、年度途中で入所申込みの場合は、定員超過により希望する保育所（園）、幼児園に入所できないこ

とがあります。）

保育所(園)・幼児園は、市内の施設を自由に選ぶことができます。幼児の生活環境や保護者の就業状況な

どに応じてお選びください。

■申込方法 申込書に必要事項をご記入のうえ、受付期間内に福祉課へご持参ください。

申込書は各保育所(園)・幼児園・福祉課子育て支援室・市民生活課芦原分室に置いてあります。

また、市のホームページ(����://���.����.�����.	����.�/)からもダウンロードすることがで

きます。

※　添付書類については、申し込み時に説明いたします。

※　現在入所している園児については、1月ごろに『保育継続確認書』を配布し、提出していた

だくことにしています。

■受付期間 10月26日(日)〜31日(金) 8:30〜17:30

■受付場所 市役所1階　福祉課　子育て支援室

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021

保育所・保育園・幼児園　入所・入園受付のご案内

保育所（園）・幼児園　入所基準

保護者、同居親族などが、次のいずれかの理由で児童を保育することができない場合

１　居住外で労働することを常態としている。

２　居住内で該当児童と離れ、日常家事以外の労働をすることを常態としている。

３　妊娠中であるか、または出産後間もない。

４　疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。

５　長時間にわたり疾病の状態にあるか、精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している。

６　震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている。

７　１〜６のほか、市長が必要と認める常態にある。

幼児園では3〜5歳児のうち、入所基準に該当しない児童について、短時間保育を実施しております。

●保育時間　7:30〜13:00 ●保育料（月額） 7,800円
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公設民営保育所・幼児園

園　　名 芦原南幼児園 芦原北幼児園 本荘幼児園金津保育所 北潟幼児園 金津東保育所

住　　所 二面32-22 二面２丁目-301 下番7-1春宮三丁目24-20 北潟36-17-2 中川17-18

対象年齢 １〜５歳 ６ヵ月〜５歳 生後57日〜５歳６ヵ月〜５歳 後57日〜５歳 生後57日〜５歳

保育時間

月〜金

7:30〜18:00

土

7:30〜12:30

（短時間保育あり）

月〜金

7:30〜18:00

土

7:30〜12:30

（短時間保育あり）

月〜土

７:30〜19:00

（延長保育）

18:30〜19:00

（短時間保育あり）

月〜金

7:30〜18:00

土

7:30〜12:30

月〜土

７:30〜19:00

（延長保育）

18:30〜19:00

（短時間保育あり）

月〜土

7:00〜19:00

（延長保育）

18:30〜19:00

バス送迎 有 有 有無 有 有

保 育 料 市保育料徴収基準による

保 育 料 市保育料徴収基準による

園　　名 細呂木保育所 伊井保育所 妙安寺保育園 白藤保育園 善久寺保育園
芦原保育所

（夜間保育所）

住　　所 滝63-25 清間21-27-1 市姫二丁目17-3 市姫一丁目13-17 舟津３丁目23-2 田中々3-25-5

対象年齢 生後57日〜５歳 生後57日〜５歳 生後57日〜５歳 生後57日〜５歳 生後57日〜５歳 ６カ月〜５歳

保育時間

月〜土

7:30〜19:00

（延長保育）

18:30〜19:00

月〜土

7:30〜19:00

（延長保育）

18:30〜19:00

月〜土

7:00〜19:00

（延長保育）

18:00〜19:00

月〜土

7:00〜19:00

（延長保育）

18:00〜19:00

月〜金

7:00〜19:00

土

7:00〜16:00

月〜金 (延長保育）

18:00〜19:00

月〜土（夜間保育）

11:00〜22:00

月〜土（延長保育）

7:00〜11:00

バス送迎 有 無 有 無 無 無

私立保育所（園）

※　生後57日〜とはĂ母親の産休明けを指します。

■ 金津地区で、幼稚園への入園を希望するときは

幼稚園の入園該当年齢に達する児童には、12月初旬に、市教育委員会から保護者あてに入園のお知らせ

を郵送します。

入園のお知らせに付いている「入園願」を教育総務課へ提出してください。

■問合せ 教育総務課　☎73-8039

年齢は平成21年４月１日現在

市立保育所・幼児園
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���.151創 作 の 森 通 信

展 覧 会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金津創作の森 開館10周年をむかえて・第７回

「10年目を迎えて想うこと」

現在、創作の森になっているこの地を初めて訪れたのは今から28年前のことです。

第一印象は穏やかな丘陵地に針葉樹と広葉樹がとても良い割合で茂っていて、里山の美し

い原風景「鎮守の森」のような風情も感じられました。

この森に住みたいという希望がかなって、15年前にこの地に引越してきました。そして、

この森に住むうちに、このすばらしい環境を独り占めしたら申し訳ない、もっと多くの人

と分かち合いたいという思いが強くなり、５年の歳月を費やし、金津の人はもちろんのこ

と、県内外の多くの人々と議論を尽くし、皆で創作の森を作りました。

月日は移り、金津と芦原は合併し、芦原の人達とも交流が増え、うれしく思っています。

これからもこの環境の中で、より優れた作品を作り多くの人が楽しめる里山にしていき

たいと思っています。

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

■と　き　11月29日(土) 7:30  創作の森出発〜19:30 解散予定

■ところ 名古屋市美術館「ピカソとクレーの生きた時代展」

徳川美術館「国宝源氏絵巻 橋姫・宿木三」

■参加費　9,000円（友の会8,000円）※昼食・観覧料含む

■定　員 40人（先着順・定員になり次第締め切ります。）

10月21日から受付開始

※　詳しくは事務局（☎73-7800）へお問い合わせください。

※　旅行企画実施 / あわら観光（株）

創作の森入居作家・陶芸家

大森　正人さん

造形作家・友永詔三（ともながあきみつ）さんの作品展。

友永さんは80年代の人気番組ＮＨＫ人形劇Āプリンプ

リン物語」の人形美術を担当。繊細な手仕事から生まれ

た人形達をぜひ、ご覧ください。

■と　き 10月25日(土)〜12月14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 一般600円、中高生400円、小学生以下無料

※　20人以上の団体の場合、100円引き

友永詔三 アーティストトーク

●10月25日(土)、11月16日(日) 14;00〜15:00

●展示会場にて　※要観覧券

作家による作品解説、テレビの人形美術についての話

や実際に人形を動かしての実演を行います。

関連イベント

〈写真上左〉ＮＨＫテレビ連続人形劇「プリンプリン物語」より

〈写真上右〉木彫「飛鳥幻想」/1989年

〈写真下〉友永詔三（ともながあきみつ）さん

企画協力：Ｅ.Ｍ.Ｉネットワーク

学芸員と行く森のアートツアー

20世紀ヨーロッパの

名作に出会う旅！

参加者
募集



13

保育所(園)・幼児園開放デー

保育所（園）・幼児園に入園前のお子さんと保護

者の方、市内の保育所（園）・幼児園の様子を見た

り、園児たちと遊んでみませんか？

１１月　６日（木）金津保育所

７日（金）伊井保育所

１０日（月）金津東保育所（お店やさんごっこ）

１１日（火）芦原南幼児園・北潟幼児園・

白藤保育園

１３日（木）細呂木保育所

１８日（火）本荘幼児園・妙安寺保育園

２１日（金）芦原保育所・善久寺保育園

２７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、保育所（園）・幼児

園へお出かけください。

危険のないよう、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

◆おたのしみ会　　　　　　　　 10月29日(水) 10：30〜11：45

◆子育て講座と子育てトーク

お父さんお母さんも育児についてお話を聞きませんか

と　き 11月８日(土) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 子どもの心を育てるために・相談

子育てマイスター　

齋藤　荘二さん（小児療育センター）

※ 10月31日(金)までに子育て支援センター（☎73-5540）

へ電話でお申し込みください。

◆ふれあい広場　「絵本に親しもう」

年齢にあった絵本の紹介と読み聞かせ

と　き 11月12日(水) 10:30〜11:30

ところ 金津図書館

※ 11月５日までに子育て支援センター（☎73-5540）へ電話

でお申し込みください。

◆おたのしみ会

と　き 11月26日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 11月生まれのお友達をお祝いしたり、みんな

で楽しく遊んだりします。

１歳を過ぎてお友だちに興味がでてくるようになると、お友だちをたたいたり、おもちゃを取って

しまったりすることがみられます。気持ちをうまく伝えられないもどかしさから、つい手が出てしま

います。

まず、子どもの思いを言葉にして「おもちゃ取られちゃったから取っちゃったのね。」と共感する

言葉をかけてあげましょう。

それから、真剣な表情で「バンすると痛いでしょう。たたいたらダメ！」と単刀直入にその行動に

対してビシッと叱り、おもちゃを投げたり、友だちをたたいたりすることは危険なこともあり、いけ

ないことだと伝えましょう。ことばが増え、ことばで伝えられるようになれば自然と減っていきます。

子

育て
ワ
ンポ
イン
トアドバイス
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お知らせ

認知症予防講演会のお知らせ　〜早期発見と予防に向けて〜

認知症は、若いときからの心がけが大切です。「物忘れが多くなった」「人の名前がでてこない」などの症状

に、心当たりはありませんか？

認知症の予防や早期発見・対応方法を学び、いつまでも生き生きと、健康な「脳」を保ちましょう。

■と　き 11月30日(日) 9:30〜11:30

■ところ ＪＡ花咲ふくい芦原支店　瑞宝殿　（国影15-40-1）

■日　程 9:00〜 9:30 開場・受付 (脳活性化クイズ受付終了)

9:30〜10:30 講演「できる・やれる認知症予防！」

講師　川瀬康裕 氏（医療法人社団 川瀬神経内科クリニック理事長　新潟県三条市)

座長　藤田博明 氏（あわら市医師会代表）

10:30〜11:20 体験発表　　司会　國分恵子 氏　（NPO法人日本認知症予防研究所理事長）

①あわら市脳活性化教室（認知症予防教室）の紹介

②脳活性化教室(脳活クラブ)参加者発表

11:20〜　　　 脳活性化クイズ正解発表・抽選会

正解者に、記念品をお贈りします。（先着200人）。さらに抽選で、素敵な景品をプレ

ゼントします。（抽選時に会場にいない場合は、無効となります。）

※　脳活性化クイズの用紙（プレゼント抽選券）は、健康長寿課窓口、各公民館などに置いてあります。

■主　催　あわら市

■後　援　あわら市医師会、あわら市老人クラブ連合会　特定非営利活動法人 日本認知症予防研究所

■申込み・問合せ 健康長寿課　健康増進G ☎73-8023

がん検診のお知らせ

おかしいところがないから、面倒だから、つらそ

うだからăăăと思っていませんか。自覚症状のない早

期にがんを発見すれば、治癒する確率も高くなりま

す。自分のために、大切な家族のために、検診を受

けてください。

胃がん検診

■実施日・会場

実施日　　　　会　場

11月９日(日) 保健センター　

17日(月) 中央公民館

30日(日) 保健センター

■受　付 8:00〜10:00

■料　金 20歳〜69歳　900円

70歳以上　　400円

※ 11月の日曜検診を増設しました。この機会をご

利用ください。

乳がん・子宮がん検診

★ 個別検診

■期　間 12月26日(金)まで

■会　場 県内指定医療機関

（健康長寿課へお問い合わせください。）

■料　金 子宮がん（頸
けい

部）

20〜69歳 1,700円、70歳以上 800円

乳がん（視触診・マンモグラフィ）

40〜69歳 1,700円、70歳以上 800円

★ 集団検診

■日　時 11月28日(金)

■受　付 13:00〜14:15

■会　場 保健センター（国影13-13）

■料　金 子宮がん（頸
けい

部）

20〜69歳 600円、70歳以上 300円

※ 年齢は年度年齢（平成21年４月１日までに到達

する年齢）です。

■申込み・問合せ

健康長寿課　健康増進G ☎73-8023
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お知らせ

フクイ小さな発見の旅 参加者募集

一乗谷朝倉氏遺跡で福井の歴史を学び、みやま長

寿そば道場ごっつおさん亭でそば打ち体験にチャレ

ンジし、自分で打ったそばを味わいましょう。

■と　　き 11月22日(土)

■集合場所　8:30 市役所（9:20 フェニックスプラザ）

■募集人数　20組40人　募集は２人１組

■募集資格　小学生以上（小学生の場合は保護者同伴）

■参 加 費 １人　1,500円（昼食代）

■募集締切　11月７日(金) 必着（申込み多数の場合

は11月14日(金)までに抽選結果を通知し

ます。）

■服装など 暖かい服装、はき慣れた靴

そば打ち体験をしますので、汚れてもよ

い服装で参加してください。

■コ ー ス 8:30市役所集合 〜 9:20フェニックスăプ

ラザ 〜 一乗谷朝倉氏遺跡散策（２班に

分かれて散策）〜 13:00〜15:00 昼食

『みやま長寿そば道場 ごっつおさん

亭』、そば打ち体験（２人１組み、打っ

たそばは、持ち帰り） 〜 15:40フェニ

ックスプラザ 〜 市役所 16:30 解散

■申込方法 官製はがきまたはあそびーのフクイＨ

Ｐ（����://���.	����.�������.���/）に

住所、氏名、年齢、電話番号、集合場

所（市役所、フェニックスプラザの別）

を記入してお申し込みください。

■申込み先 〒910-0018 福井市田原１丁目13-6

福井坂井地区広域市町村圏事務組合内

Āフクイ小さな発見の旅ā係

■問 合 せ　福井坂井地区広域市町村圏事務組合

総務課　☎20-5050 FAX20-5058

市税の滞納にストップ
〜県・市共同徴収チームが始動〜

福井県とあわら市は、個人住民税をはじめとする

市税の徴収率を向上させるため、10月１日から職員

４人による共同徴収チームを設置しました。

このチームは、来年度に設立が予定されている県

と県内17市町の共同徴収組織に先駆け設置したもの

で、徴収が困難な事案を市から引き継ぎ、今後、強

力に滞納整理を進めていきます。

■問合せ 収納推進課　収納Ｇ　☎73-8013

市営住宅の入居者を募集します

■募集住宅

馬場第二団地（嶺北金津消防署東側）

中層耐火構造四階建（３ＤＫ）…３戸（４階）

※ 単身の人は、３ＤＫの住宅には入居できないの

で、今回の募集には応募できません。

■家　賃

馬場第二団地⇒10,100円〜24,200円までの範囲内

で、世帯の所得に応じて定める額

■受付期間・時間

10月16日(木)〜31日(金)までの 8:30 から17:30 ま

で。ただし、土・日曜日を除く。

■問合せ 建設課　整備管理G ☎73-8031

11月11日から17日は、
税を考える週間です

【税に関する作品展】

■と　き　11月８日(土)〜16日(日)

■ところ PRANT-２　坂井店

■内　容 中学生の税に関するポスター、作文の展示

【税理士無料税務相談】

■と　き　11月13日(木)・14日(金) 13:00〜16:00

■ところ PRANT-２　坂井店

【講演会】

■と　き 11月13日(木) 14:00〜

■ところ ハートピア春江（入場無料）

■講　師 高野 孟さん

■演　題 蘇れニッポンの経済

〜経済再生のカギは中小企業が握る〜

■問合せ 三国税務署　☎81-3211

○20年分年末調整説明会

■と　き 11月19日(水) 14:00〜16:00

■ところ ハートピア春江

■対象地区 坂井市丸岡町・春江町・坂井町

■と　き 11月20日(木) 14:00〜16:00

■ところ 三国社会福祉センター

■対象地区 あわら市・坂井市三国町

※ 都合の良い日をご利用ください。また、事前に

送付した関係書類を必ずご持参ください。

■問合せ 三国税務署　☎81-3211
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第９回 よみがえる廃「貴」物展

捨てればごみ、使えば資源の理念のもとに、今年

も「よみがえる廃『貴』物展」を開催します。

■と　き 10月25日(土)・26日(日) 10:00〜17:00

■ところ YONETSU-KANささおか特設会場

■内　容　・廃「貴」物展

ごみとして出された使用できる物を展示

し、無償でお譲りします。希望者が多い

場合は、抽選とし、後日お知らせします。

・フリーマーケット

・地域農産物の即売会

・リサイクル品展示

■その他 YONETSU-KANささおかの入館料金（大

人500円）が、２日間とも半額になりま

す。中学生以下および身体障害者手帳・

療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交

付を受けている人は無料です。

■問合せ 福井坂井地区広域市町村圏事務組合

清掃センター　☎74-1314

お知らせ

パブリックコメント募集

市民と市がともに力を合わせて市政を推進するためのルールを定めた「あわ

ら市まちづくり基本条例」の案を作成するに当たり、市民の皆さんのご意見を

広く募集します。

■案 件 名 あわら市まちづくり基本条例（案）

■内　　容 地方分権の進展とともに、地方公共団体には「地域のことは地域で考え地域で決める」とい

う自己決定能力と自己責任が求められています。そのためには、市民と行政が、それぞれの立

場や役割、責任を明らかにした上で、よきパートナーとなって共動でまちづくりを進めるため

のルールづくりが必要となっています。

まちづくり基本条例は、こうした考えのもと、市民と市がともに力を合わせて市政を推進す

るための仕組みやルールを明文化したものです。

■担 当 課 政策課　☎73-8005 FAX73-1350

E-���� �������@����.�����.	����.�

■募集期間 10月20日(月)〜11月７日(金)

■閲覧方法 募集期間内に市ホームページまたは次の場所で閲覧することができます。

政策課、市民生活課窓口、市民生活課芦原分室

■提出方法 募集期間内に、直接持参、郵送（〒919-0692 あわら市市姫三丁目１−１）、ファックスまた

はＥメールで、ご意見をお寄せください。その際、住所、氏名、連絡先を明記してください。

※　パブリックコメント制度の仕組みなどについては、政策課（☎73-8005）へお問い合わせください。

パブリック
コメント

パブリック
コメント

　　　 募
集

　　　 募
集

フィットネス教室参加者募集

トリムパークかなづには、各種トレーニングマシ

ンが設置されているのをご存じですか。

この教室では、インストラクターがマシンの効率

よい使用方法をお教えいたします。

運動不足になりがちなこれからの季節、楽しみな

がら体力アップを目指しましょう！

■指導者 日本体育協会公認インストラクター

北田 延子さん

■定　員 20人

■と　き 10月30日(木) 〜 12月18日(木) 

毎週木曜日　全８回　19:30〜21:00

■ところ トリムパークかなづ　トレーニング室

■服　装 運動のできる服装・内ズック

■参加料 2,000円

■申込み スポーツ課（☎73-8043）へお申し込みく

ださい。
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お知らせ

テレビのアナログ放送終了まであと３年です

テレビのアナログ放送が終了し、地上デジタル放送に完全に移行するまで３年を切りました。ここでは、

地上デジタル放送に関する情報をQ&A形式で紹介します。ご家庭で準備する際に参考にしてください。

■Q. アナログ放送はいつまでに終了しますか？

A. 2011年（平成23年）７月24日に終了します。これは2001年（平成13年）に改正された電波法に基づいています。ＢＳ

アナログ放送も同様です。

■Q. あわら市ではもう地上デジタル放送は始まっているのですか？

A. はい。2006年（平成18年）５月から放送を開始しています。

■Q. なぜ地上デジタル放送に完全移行するのですか？

A. 電波を有効に利用するためです。放送や通信に使える電波は一定の周波数に限られており、現在の日本では周波

数の空きがなくなってきています。テレビが地上デジタル放送に完全移行すると周波数に余裕ができ、空いた分

を新たな用途に利用することができます。

■Q. 地上デジタル放送を見るために必要な物はありますか？

A. 地上デジタル放送に対応しているテレビとUHFアンテナが必要です。ただし、電波の強い地域では専用アンテナ

で受信できる場合があります。

■Q. 現在使っているアナログテレビで見ることはできますか？

A. 地上デジタル放送対応チューナー、もしくはチューナーを内蔵した録画機を接続することで見ることができます。

また、上記と同じくUHFアンテナが必要です。現在のアナログテレビのみでは見ることができません。ケーブル

テレビで見る場合には、ケーブル会社から貸与されるデジタル用のセットアップボックス（ＳＴＢ）を接続する

ことで見ることができます。詳しくは、さかいケーブル会社お客様センター☎0120-05-5710へお問い合わせく

ださい。

■Q. 地上デジタル放送では、アナログ放送と比べてどのような違いがありますか？

A. ハイビジョンの画質と音質が楽しめる（テレビが対応している場合のみ）、ニュースや天気予報などのデータ放

送をいつでも見ることができる、電子番組表で番組を検索したり予約をすることができる、番組の内容が字幕で

表示されるなどより便利なものとなります。

地上デジタル放送に関する問い合わせ先

インターネットでも地上デジタル放送の
情報を見ることができます。

・地上デジタル放送について

総務省　地上デジタル放送受信センター　☎0570-07-0101（ＩＰ電話などでつながらない人は☎03-4334-1111）

平日9:00〜21:00 土日祝9:00〜18:00

・ＢＳデジタル放送について

ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター　☎0570-01-2011（ＩＰ電話などでつながらない人は☎045-345-4080）

平日9:00〜21:00 土日祝9:00〜18:00

DPA（社団法人デジタル放送推進協会）

����://���.���.��.�/
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11月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

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ă御簾尾ă

上野ă剱岳

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★

伊井ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

金津

クラブ活動日

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★

桑原ă古屋石塚

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ă南稲越ă池口ă河

原井手ă菅野ă矢地ă清

間★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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

百　寿　苑

04 火 一般利用日

05 水 波松

06 木 一般利用日

07 金 北潟・浜坂★

10 月 一般利用日

11 火 本荘全地区

12 水 山方ă里方ă温泉

13 木 一般利用日

14 金 波松★

17 月 新郷

18 火 一般利用日

19 水 北潟・浜坂

20 木 一般利用日

21 金 山方ă里方ă温泉★

25 火 一般利用日

26 水 新郷

27 木 一般利用日

28 金 本荘全地区★

★は通所事業です。

一般利用の入浴時間は13時からです。

クラブ活動日は入浴できません。

お知らせ

消防署からのお知らせ

自衛官募集

■募集種目等

○２等陸ă海ă空士（男子）

・応募資格 21年３月１日現在、18歳以上27歳未満の人

・試 験 日　10月26日(日)

（筆記ă口述ă身体検査ă適性検査）

・受　 付 10月25日(土)まで

○陸上自衛隊 高等工科学校生徒（仮称）

・応募資格 21年４月１日現在、15歳以上17歳未満の男子で、

中学校卒業者（見込みを含む）

・試 験 日　１次　21年１月10日(土)（筆記ă作文）

２次　21年１月23日(金)から26日(月)のうち指定

する１日（口述ă身体検査）

・受　 付 11月１日(土)〜21年１月６日(火)

■問 合 せ 自衛隊福井募集案内所　☎24-3702

住民基本台帳カードの
サービスが停止します

住民基本台帳ネットワーク機器のメンテナンス作業に伴い、住

民基本台帳カードでの以下のサービスがご利用できません。

■と　き 11月18日

■利用できないサービス

住民基本台帳カードの新規発行、変更手続き、パスワードの

変更など、住民票の写しの広域交付、転出証明なし転出届

■問合せ 市民生活課 ☎73-8014 FAX 73-5688

Ｅ-���� ������@����.�����.	����.�

21年版県民手帳の予約受付

■予約締切 10月24日(金)

■価　　格 400円 11月中旬発行（予定）

■申込方法 電話、ＦＡＸまたはＥ-����でお申し込みください。

その際、住所・氏名・電話番号をお知らせください。

（土・日曜日、祝日を除く）

■申 込 み 政策課 ☎73-8005・8006 FAX73-1350

Ｅ-���� �������@����.�����.	����.�

古い電話帳を回収します

ＮＴＴでは、地球環境・地球資源保護の立場から、古い電話

帳の回収を推進しています。

資源のリサイクル運動にご協力をお願いします。

■回収期間 11月5日(水)〜11月25日(火)

■回収方法 配達員が新しい電話帳をお届けに伺った時に、不

要となった電話帳が有りましたらお渡しください。

（交換方式）なお、渡せなかった場合はĀタウンペー

ジセンター」へご連絡ください。改めて回収に伺

います。

■問 合 せ　タウンページセンター　☎0120-506-30906-
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お知らせ

二面温泉区防災訓練

では、実際に阪神淡路

大震災を体験した語り部によ

る講演会が開催されました。

震災当時の様子が実に生々し

く話され、地震による物的・

精神的被害がいかに大きかっ

たかが思い知らされました。当

時、私も某小学校で支援物資

などの配給や炊き出しのお手

伝いをさせていただきました

が、目を閉じて話を聞いてい

ると当時の街の様子が思い出

されて胸が熱くなりました。

（利）

H20.9.１〜9.30 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

横内　翔大
しょうた

男 雅也 りさ 古

五十川晴道
はるみち

男 弘光 千春 下　番

新道　光莉
ひ か り

女 隆行 佑子 古

米沢　環吹
め ぶ き

女 英久 真紀 国　影

森川　友稀
ゆ う き

男 武典 真奈美 春　日

三上　遙斗
は る と

男 健太郎 康乃 谷　畠

渡邉　彩花
あ や

女 英之 さや香 熊　坂

是永　琉衣
る い

男 健吾 景子 若葉台

則房　佑奏
ゆ う か

女 幹剛 亜希 細呂木

中山　　心
しん

男 之弘 敦子 柿　原

坪川　　凛
りん

女 裕之 瑞穂 菅　野

森川　紘敬
ひろたか

男 嘉律 朗子 山　室

坂井　芽紅
め ぐ

女 広明 祐子 桜ケ丘

松儀　歩樺
ほ の か

女 怜 里美 馬　場

和田　喜心
き こ

女 剛 千扇 東

佐々木謙成
けんせい

男 祐冶 希美 舟津温泉

志田　優悟
ゆ う ご

男 知隆 祐子 東

上田　梁援
りょうすけ

男 延志 紘子 若葉台

野村　海斗
か い と

男 尚吾 めぐみ 西温泉

吉川　綾音
あ や ね

女 栄一 美奈 吉崎（岩崎）

伊藤　優大
ゆ う た

男 博之 有希 坂ノ下

山本　拓摩
た く ま

男 貴嗣 ゆり子 菅　野

長谷川千佳
ち か

女 寛幸 恵子 瓜　生

水上あかり 女 竜太 美由紀 権　世

「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

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市

山代温泉　食い初めカニまつり

北陸の冬の味覚を代表するズワイガニ。

漁の解禁を祝う恒例のイベントで、カニ

鍋の振る舞いやカニの即売などが行われ

ます。

と　き 11月９日(日)

10:00〜12:00

ところ はづちを楽堂（山代温泉）

問合せ　山代温泉観光協会

☎0761-77-1144

《ゆずります》

三輪車　２台

チャイルドシート

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

株券の名義変更は
お済みですか

来年（2009年）１月、上場会社

の株券は、証券会社などの金融機

関の口座で電子的に管理されま

す。お手元の株券が本人名義にな

っていない場合は、電子化により

株主としての権利を失うおそれが

ありますので、早急に名義書など

の手続きを行ってください。

詳しくはお近くの証券会社や日

本証券業協会、または北陸財務事

務局福井事務所までお問い合わせ

ください。

■問合せ

北陸財務局福井財務事務所

☎25-8231

日本証券業協会

☎03-3667-4500

三国競艇開催日

11/１ (土)〜11/ ３(月)

11/７ (金)〜11/10(月)

11/13(木)〜11/17(月)

11/20(木)〜11/24(月)

11/28(金)〜11/30(日)

振り込め詐欺にご用心！

最近振り込め詐欺が急増してい

ます。

被害に遭わないための５カ条

１ まず、落ち着いて

２ すぐ決めない、一人で決めない

３ 身に覚えがなければ相手にしない

４ 家族に相談

５ 警察に相談　＃９１１０

10月は振り込め詐欺撲滅強化月

間です。めざせ振り込め詐欺ゼロ。

■問合せ　あわら警察署　☎73-0110
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土金木水火月日

■内 藤 井 医 院(三国) 82-1113

■■内 野 村 医 院(坂井) 72-1839

■外 伊藤クリニック(丸岡) 66-1251

休
日
当
番
医

■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■内 ともだクリニック(丸岡) 66-6161

外■外 キムクリニック(丸岡) 67-3000

休
日
当
番
医

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内森瀬クリニック(坂井) 72-3737

■外中瀬 整 形 外 科(丸岡) 67-3777

休
日
当
番
医

■内 鷲 田 医 院(三国) 82-1230

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外 友 田 医 院(春江) 51-0343

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

教育相談・親の会
19:30〜21:00 中央公民館

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
心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
市民健診（基・肺）
13:00〜14:15 波松集落センター

いきいき介護予防教室
9:30〜11:30  中央公民館、伊井公民館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

子育て講座と子育てトーク
10:30〜11:45 子育て支援センター
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

結13:30〜16:00 市姫荘 脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター
いきいき介護予防教室
13:30〜15:30 ＪＡ剱岳支店

いきいき介護予防教室
9:30〜1130 細呂木公民館

13:30〜15:30 吉崎公民館
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
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

７０歳教室
10:00〜11:30 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

子宮がんă乳がん検診
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

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

11月の納期限は

25日です。

国民健康保険税 （第5期）

下水道受益者負担金（第3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燃やせないごみ収集日 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19燃やせないごみ収集日 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

市民生活課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

市民健診（基・肺・胃・歯・骨）
8:00〜10:00 保健センター

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

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 本荘公民館
結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

巡回養育費相談
13:30〜15:30 市役所
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
13:30〜15:30 ＪＡ剱岳支店

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
絵本に親しもう
10:30〜11:30 金津図書館
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 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

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

市民健診（基・肺・胃）
8:00〜10:00 中央公民館

もぐもぐ教室
9;40〜12:00 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
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 中央公民館

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

文学講演会 13:30〜　金津図書館
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

31,372人 (+36)

20年 10月１日現在　

男 1 4 , 8 3 0 人 (+ 17 )

女 1 6 , 5 4 2 人 (+ 19 )

世帯数 1 0 , 2 6 2 世帯 (＋ 23 )

( )は前月比

■■■■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内春日レディスクリニック(春江) 51-6080

■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

3 文化の日

認知症予防講演会 9:00〜11:30 JA花咲ふくい芦原支店 瑞宝殿
胃がんă肺がん検診
8:00〜10:00 保健センター

24 振替休日勤労感謝の日

■■内 宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■内 藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

■■外あんねん整形外科医院(春江) 58-0500

休
日
当
番
医

■内 大 嶋 医 院 (三国) 82-6677

■内 大野内科消化器科医院(春江) 51-8170

■外 春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医
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