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■２校整備から統合中学校へ

芦原・金津の２中学校については、合併時の新市

建設計画において「芦原中学校校舎改築（建て替え）」

「金津中学校体育館耐震補強改修・校舎大規模改修」

とされていたものを、平成18年６月の第15回市議

会定例会の議決を経て「統合中学校建設」に変更し

ています。

■橋本市長の就任

その後、２校存続を求める市民運動が高まる中、

19年４月には、中学校の整備方針を争点とした市

長選挙へと発展。２中学校の存続を訴えた橋本市長

が当選しました。

橋本市長は就任後、金津中学校の耐震診断と２校

存続を前提とした財政シミュレーションの実施を打

ち出し、それらの結果に基づき、２中学校の残し方

を示したいと表明しました。

■２校存続のための提案

「金津中学校はＣランク（緊急性は高くない）」

との耐震診断の結果を踏まえ、市長は「金津中学校

は、改築される芦原中学校に匹敵する教育環境とす

る」との方針を固め、10月19日、両中学校の整備

方針とこれに伴う長期財政見通しを公表し、議会で

の十分な議論を求めました。その後、12月３日開

会の第26回市議会定例会に「芦原中学校改築」「金

津中学校大規模改修」を基本とした「新市建設計画

変更案」を提出しましたが、賛成少数（賛成８）で

否決されました。

■変更案の再提出

２校存続の早期決着を目指す市長は、２月21日

に第28回市議会臨時会を招集し、芦原中学校の耐

震診断実施を条件に、同校の整備を「改築」から

「改築改修」へ、金津中学校の整備を「大規模改修」

から「改修」へと修正した新たな「新市建設計画変

更案」を提出しました。

提出を受けた議会では、17人が芦原中学校の

「改築改修」を「大規模改修」とする修正動議を提

出。提出者を代表して見澤孝保議員が「将来の財政

不安が払しょくされず、改築改修を大規模改修に修

正する。耐震診断の結果次第では、一部改築も含む

ものとする。」との提出理由を述べました。

■採決

修正動議が出された後、市長提案に対する質疑と

賛成討論・反対討論、修正案に対する賛成討論・反

対討論が行われ、芦原中学校を「大規模改修」とす

る修正案が賛成多数（賛成17）で可決されました。

また、修正部分を除く原案（金津中学校の改修な

ど）については、全会一致で可決されました。これ

により、芦原・金津の２校存続が決定しました。

閉会のあいさつで市長は「市長選挙で示された２

校存続の民意が、議会に追認されたことは大変にあ

りがたい。」と感謝の意を述べました。一方で「芦

原中学校の残し方については、耐震診断の結果を踏

まえて結論を出すべきではなかったか。」との疑問

を呈しました。

■今後の対応

平成20年度当初予算には、芦原中学校の耐震診

断費用として650万円を計上しています。市では、

速やかに耐震診断を行い、20年度の早い時期に、

耐震診断の結果とこれに基づく芦原中学校の整備方

針を定め、議会と市民の皆さまにお知らせすること

にしています。

中学校整備を巡る経過

平成16年３月　　合併時の新市建設計画 芦原中学校校舎改築、金津中学校体育館耐震補強

改修・校舎大規模改修

18年６月　　新市建設計画の変更 統合中学校の建設 → 可決

19年12月　　新市建設計画の再変更 芦原中学校改築、金津中学校大規模改修 → 否決

20年２月　　新市建設計画の再変更 芦原中学校大規模改修、金津中学校改修 → 可決

臨時市議会　２中学校の存続決まる！
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市役所の組織が一部変わります

市では、従来から行政組織のスリム化と人件費の削減に努めてきました。４月からの職員数は、296人に

なる見込みとなり、平成18年３月に策定した行政改革大綱の目標値311人を達成することになります。この

職員数には、合併以来、初めて採用する職員も含まれていますが、組織のスリム化が急速に進んだことから、

職員数の減少に見合った効果的で柔軟な組織づくりを目指し、部・課の再編などを行います。

❶ 転入や転出などの住民異動届の受付

❷ 出生や婚姻、死亡など、戸籍に関する

届出書の受付

❸ 国民健康保険や国民年金の加入および

喪失の受付

❹ 各種証明書の発行

・住民票や戸籍謄・抄本

・印鑑証明書

・所得課税証明や資産証明など

❺ 火葬許可申請の受付

❻ 市民税や固定資産税など市税の収納

❼ 上・下水道料や住宅家賃など公共料金の収納

❽ 福祉や税務などの各種申請書・届出書などの受領

※ 芦原分室では、住民基本台帳カードの発行は取

り扱っていません。

ご存じですか？ 市民課芦原分室

市民課芦原分室は、４月から「市民生活課芦原分室」と名称を変更しますが、取り扱う業務はこれまでと

変わりません。住民票や戸籍、税証明の交付や収納事務などを行っています。

業務時間は平日の8:30から17:30までです。どうぞ、ご利用ください。

■問合せ 市民課　芦原分室　☎73-8016

部 課

市長室
政策推進課

秘書広報課

総務部

総務課

財政課

監理課

税務課

市民福祉部

市民課

生活環境課

福祉課

健康長寿課

経済産業部
農林水産課

観光商工課

土木部
建設課

上下水道課

教育委員会

教育総務課

文化学習課

スポーツ課

会計管理者 会計課

議　会 事務局

部 課

総務部

総務課

政策課

監理課

財政部

財政課

税務課

収納推進課

市民福祉部

市民生活課

福祉課

健康長寿課

経済産業部
農林水産課

観光商工課

土木部
建設課

上下水道課

教育委員会

教育総務課

文化学習課

スポーツ課

会計管理者 会計課

議　会 事務局

変更前 変更後

（課再編）

（課新設）

（課統合）

（部新設：財政部）

（部廃止：市長室）

４月１日から
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4月から

後期高齢者医療制度がスタートします
老人医療費が増大する中、75歳以上の高齢者を対象に、これまでの老人保健制度に代

わる新たな高齢者医療制度が創設されることになりました。

保険料の決め方は？

保険料を決める基準（保険料率）は県内一律で、この制度を運営する福井県後期高齢者広域連合が決定

し２年ごとに見直します。

◆ 一人当たりの平均保険料年額は、57,400 円です。（20・21年度）

● 保険料の軽減措置

所得の低い人は、世帯の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

● 保険料の軽減措置の特例

これまで、社会保険などの扶養家族として保険料を払っていなかった人は、特例措置として保険料が

次のとおり軽減されます。

※ 後期高齢者医療制度の加入から２年間は、均等割額が５割軽減（所得割額は免除）されます。

保険料の納め方は？

保険料の納め方は、年金受給額などによって「特別徴収」と「普通徴収」の２種類があります。

■申込み・問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

対象者（被保険者）はどんな人？

75歳以上の人全員と65歳以上74歳以下で、一定の障害がある人が対象です。

現在加入している医療制度（国保・健康保険・共済組合など）に関係なく、75歳以上の人はすべて後期

高齢者医療制度に移行します。

いつから対象に？

既に老人保健制度の対象となっている人は、４月１日から自動的に加入となります。ただし、65歳以上

74歳以下で、一定の障害がある人の加入は任意です。

また、４月１日以降に75歳になる人は、誕生日からの加入となります。

保険証は変わるの？

一人一人に新しい「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。

保険証はいつ届くの？

既に老人保健制度の対象となっている人には、３月中に新しい被保険者証を郵送します。

４月以降に75歳になる人には、随時、郵送または健康長寿課でお渡しします。

被保険者証の有効期間は１年間で、毎年８月に更新します。ただし、３月中に郵送する被保険者証の有

効期間は、１年４カ月となっています。

医療費の自己負担はどうなるの？

病院の窓口などでの自己負担割合は、これまでの老人保健制度と変わりません。

一般の人は１割負担、現役並みの所得がある人は３割負担です。

保険料はどうなるの？

保険料は、対象者一人一人が納付することになります。

窓口での自己負担を除く医療費の１割を後期高齢者の

保険料で、４割を現役世代からの支援金で支え合います。

＝
均等割

43,700円

所得割

〔総所得金額 − 33万円〕× 年 7.9％

保険料

（限度額50万円）
＋

世帯の所得金額が次の金額を超えない場合 軽減割合

33万円（基礎控除） ７割軽減

33万円（基礎控除）＋ 24.5万円 × 被保険者数（被保険者である世帯主を除く） ５割軽減

33万円（基礎控除）＋ 35万円 × 被保険者数 ２割軽減

適　用　期　間
軽　減　割　合

均等割 所得割

特　例
４〜９月 かかりません かかりません

10月〜21年３月 ９割軽減 かかりません

年金の受給額が年額18万円以上の人

は、年金から天引きされます。

特別徴収（年金からの天引き）

年金の受給額が年額18万円未満の人

は、納付書や口座振替で納めます。

普通徴収（納付書などで納入）

※ 後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計が、年金受給額の２分の１を超える人は、普通徴収

となります。
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募　　　集

創　　 作 の 森 通 信 ���.144

(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-���� �������@����.�����.	����.�
����://���.������.�/

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

イ ベ ン ト

創作の森サポーターとして活動していただける

人を募集します。

■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〜21年3月31日（途中入退会可）

■活動内容 展覧会やイベントの来場者案内、ワー

クショップや森の管理などのサポート

■問 合 せ 金津創作の森財団事務局　☎73-7800

※ 活動日程は、事業の開催に合わせて、随時

お知らせします

開館10周年記念

第５回 森の作家展 10
テン

・転
テン

・展
テン

〜あわら市の作家達と

金津創作の森開館10周年を記念し、入居作家７人とあわら市在住の画家 志田弥廣さんをはじめとする市

内創作家たちの新作や近作を展示・紹介します。期間中の土・日曜日には、作品解説やワークショップなど

も開催します。

■と　き ４月19日(土)〜５月25日(日)

10:00〜17:00（最終入場16:30まで）

■ところ アートコアミュージアム-１・ギャラリー

■料　金　 一般 500円　高校生以下無料

出品作家名（50音順、敬称略）

金津創作の森作家連絡会ă８人

I.M.H������          （絵画ă入居作家）

大森　正人 （陶芸ă入居作家）

加藤すみ子 （染画ă入居作家）

木村肇次郎 （茶釜ă入居作家）

志田　弥廣 （絵画）

松井　勝彦 （陶芸ă入居作家）

山田　信雄 （竹工芸ă入居作家）

山野　宏 （ガラス工芸・入居作家 ）

市内在住の作家ă10人

岡本　浩次　（刺　繍）

神尾　昌夫　（彫　刻）

川田清五郎　（絵　画）

北嶋三智子　（絵　画）

清水　彰子　（日本画）

白越　不朝　（陶　芸）

津谷　博子　（造　形）

出店　智子　（日本画）

梅藤　哲朗　（陶　芸）

宮川このみ　（日本画）

今夏７月、金津創作の森は開館10周年を迎えます。

▲ 岡本浩次 作「十二単」（刺繍）

▲ 山田信雄 作「バイオリン竹香合」（竹工芸）

20年度 サンサン倶楽部

会員募集！

活動スケジュール（予定）

５月　　　第８回森のアートフェスタ

７月　　　10周年記念祭

10月　　　第11回クラフトマーケット

２月中旬　グラスワークショップ

20年度 陶芸教室生徒募集
■と　き　 ４月〜21年２月（８月は休講）

月１講座（木・金曜日の連続２日間を通

して１講座、計20日間　10講座）

第１〜３週の午前・午後・夜間から時間

帯を選ぶことができます。

■受講料 19,400円（年間 / 材料費別途）

初心者クラスあり。

詳しくは、お問い合わせください。

■問合せ 創作工房　☎73-7802
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ハクチョウの里

◆２月３日　北潟湖畔

北潟湖畔のハクチョウの里には、今年も多くのハクチョウが

飛来しました。地元の人やカメラマンが見守る中、真っ白な羽

を優雅に広げたり、餌をついばんだりしていました。

そば打ち体験
◆２月８日　坪江公民館　

金津東小学校の５年生が、そば打ち体験をしました。児童ら

は、交通安全協会坪江分会の役員や地域の人から、そば粉のこ

ね方やのばし方を教わりながら、上手にそばを打っていました。

打ちたてのそばは、おろしそばにしてみんなで味わいました。

防災マップ発表会
◆２月14日　細呂木小学校

細呂木小学校の５年生が、消防庁長官賞を受賞した防災マッ

プの内容を、３・４年生と保護者に、紙芝居やクイズ形式で発

表しました。マップには、子どもたちの目で見た学校周辺の防

災に関する情報が、ぎっしりと書き込まれていました。

ポジャギ展

◆２月24日　金津創作の森

県内で初めてのポジャギ展が、創作の森で開かれました。色

とりどりの布を使い制作された作品は、とても鮮やかで心温ま

るものでした。

ニュースポーツまつり
◆２月24日　トリムパークかなづ

参加者は、ラージボール卓球やソフトバレーボールなど、簡

単にできる楽しい種目で気持ちのいい汗を流していました。

また、体力診断や健康診断コーナーでは自分の体力年令など

を測定していました。

証明書自動交付機設置
◆３月１日　AOSSA(アオッサ）

あわら市と永平寺町は、住民基本台帳カード（住基カード）

を使って、簡単に住民票の写しや印鑑登録証明書、所得課税証

明書を受け取ることができる自動交付機をそれぞれの役所に設

置しました。

また、JR福井駅東口のAOSSAにも交付機を設置し、両市町長

らが出席して開始式を行いました。

※ あわら市役所の自動交付機は、庁舎南側

通用口に設置しました。どうぞ、ご利用く

ださい。
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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

◆育児教室
「子どもの健康と発達について」

と　き ４月16日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 発達や発育、離乳など、市の保健師が相

談に応じます。

身長・体重測定

◆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23日(水) 10:30〜11:45

※　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、着替え、 ベビーカー（必要な人）

＜早寝早起きをして生活のリズムをつくりましょう＞

規則正しく、健康的な生活を送るには、小さい時から早寝早起きが一番ですね。生活にリズ

ムをつけましょう。

朝が早ければ、一日が有意義に過ごせます。食事もおいしくとれますし、遊ぶ時間もたっぷ

り。日中、十分に体を動かしてほどよく疲れれば、夜はスヤスヤ眠れます。早く寝れば早く起

きるという、よいサイクルが出来てきます。

しかし、朝が遅ければ、こういうわけにはいきません。日中の時間は少なくなり、遊びの時

間も減り、食欲もなく寝つきも悪いなど、悪いサイクルが出来てしまいます。子どもだけでな

く、親も早寝早起きをして、みんなで健康的な生活を送りましょう。

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！

子育て支援センターは、幼児園・保育所（園）に入園（所）していないお子さん

と保護者に利用していただく施設です。利用の申し込みや費用は必要ありません。

子育て中の保護者と子どもが一緒に遊びながら、親同士、子ども同士が仲良くな

って、楽しく子育てをしていきましょう。

子育て支援センターでは、育児相談や育児教室、おたのしみ会（誕生会）、親子で

楽しめるふれあい広場なども行っています。気軽にご利用ください。

※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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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

☆対象者

市内に居住または勤務しているか、市内の団体に所属している20歳以上の人で、環境や子育て（育児）、

まちづくりなど、さまざまな分野に関心のある人または専門的知識や技能を有している人

☆登録方法

・郵送、持参する場合ăăăăăăăăăă総務課男女共同参画推進室に備え付けの「あわら市女性人材リスト登録

票」に必要事項を記入のうえ、提出してください。

・メールで登録する場合ăăăăăăă登録票をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、送信してください。

Ｅ-���� �����@����.�����.	����.�

登録した個人情報は「あわら市個人情報保護条例」に基づき適正に管理し、

市の組織内に限り活用します。

■問合せ・提出先 総務課　男女共同参画推進室

〒919-0692 あわら市市姫三丁目１−１

☎73-8007 FAX73-1350

女性人材リスト登録者募集中!!

市長コラム

第9話「財政部新設」

懸案となっていた中学校問題が、一応の決

着をみました。長期にわたって市を揺るがし

た問題ですが、これを契機に、財政への関心

が高まったのは副産物だと思います。教育に

かけるお金であっても慎重であるべきという

のが、議会や多くの市民の皆さんのご意向で

あると受け止めています。

確かに、安定した財政基盤が自治の基本で

す。

そこで、３月議会で認められれば、財政課、

税務課そして収納推進課の３課を統括する

「財政部」を新設します。お金の「入」と「出」

の両方を所掌し、中長期の財政戦略も立案す

る部署になります。私のイメージとしては、

ＣＦＯ（チーフ・フィナンシャル・オフィサ

ー）としての働きを期待しています。

今後、財政部の出す方針は、あらゆる施策

の財源的裏打ちをすると同時に、財政危機へ

の安全弁ともなります。これをもって、市民

の皆さんの財政へのご期待に応えていきたい

と思います。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

市では、男女が互いに協力して、お互いの人

権を尊重し、責任を分かち合い、その個性を十

分に発揮することができる社会の実現を目指し

ています。

女性が審議会や委員会など、市の政策や方針

の立案・決定の場への参画を進めるため、女性

の人材リストを作成し、人材情報として活用し

ています。自薦他薦は問いません。随時受け付

けていますので、積極的な登録をお待ちしています。
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■日　時 ４月27日(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（お茶代、保険料など）

■定　員 150人（定員になり次第締め切ります）

■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や履物（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、帰路はコミュニティバスなどをご利用ください。

■申込み ４月１日(火)〜15日(火)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

を除く）

新入学思い出づくり

〜親子で体験入浴〜

４月7日(月) 13:00〜15:00

市では、新１年生の皆さんに、自然の恵みである温泉に親しみ、お

父さんやお母さん、お友達と一緒にお風呂に入った思い出や愛郷心を

育んでもらおうと、各旅館の協力により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。

ふるさとの温泉につかり、親子の楽しい思い出づくりに、ぜひ、お

役立てください。

※ 入学式の後、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　☎73-8039

市青壮年団体連絡協議会

親善ボウリング大会
２月17日(日)

福井空港ボール

団体の部

優勝 稲荷山区青壮年団

次勝 脇出区青壮年団

三位 十日区青壮年団

個人の部　〈敬称略〉

優勝 吉村　達也（稲荷山区）

次勝 大岡　正広（古区）

三位 島川　裕次（脇出区）

スポーツの結果

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！
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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＞

●エクサバイト (服部　真澄）

●運命の書　上・下（ブラッド・メルツァー）

●オンリー・イエスタデイ（石原慎太郎）

●親指の恋人 （石田　衣良）

●禁断のパンダ （拓未　　司）

●二つの月の記憶 （岸田今日子）

●新・御宿かわせみ （平岩　弓枝）

●無言の旅人 （仙川　　環）

●平成大家族 （中島　京子）

●そうか、もう君はいないのか（城山　三郎）

●もう誘拐なんてしない （東川　篤哉）

●空で歌う （中山　智幸）

●遺したい言葉 （瀬戸内寂聴）

●キサナドゥーの伝説 （泉　　麻人）

●カソウスキの行方 （津村記久子）

●阪急電車 （有川　　浩）

●楊令伝４ （北方　謙三）

＜一般書　その他＞

●母の品格 （多湖　　輝）

●なげださない （鎌田　　実）

●科学バカ人生 （柳田理科雄）

●幕末の大奥 （畑　　尚子）

●四季の花を束ねて （吉川　裕子）

●絵本の中のかわいい雑貨（高橋恵美子）

●正しく書く読む小中学漢字（主婦の友社編）

●人生の「秋」の生き方 （堺屋　太一）

●幸せになる手相大事典 （田口　ニ州）

●お父さんのおしゃれ事典

（成美堂出版編集部編）

●お父さんお母さんのスピーチ

（小山洋子監修）

●凛とした「女性の基礎力」（坂東真理子）

●プロに教わる家庭菜園の裏ワザ（木嶋　利男）

●輝きのかなた世界の名景ベスト50

（渋川　育由）

●血糖値がムリなく下がる100のコツ

（主婦の友社編）

●人前で話すのがラクになる本（金井　英之）

＜児童書＞

●カタツムリの親子 （武田晋一写真）

●おばあちゃんのひなまつり（計良ふき子）

●にげろ！ねこざかな（わたなべ　ゆういち）

●ホネホネたんけんたい（西沢真樹子監修）

●くらべてわかる食品図鑑５

（家庭科教育研究者連盟）

●千ドルのつかいみち（オー・ヘンリー）

●チュウガクセイのキモチ（あさの　あつこ）

●すっとび犬指名手配（ジェレミー・ストロング）

●この輝かしい日々

（ローラ・インガルス・ワイルダー）

●ねえ （谷川俊太郎）

● 12か月のうたのえほん （編集部編）

●いちくん にいくん さんちゃん（なかがわりえこ）

●こそこそこそっ、かくれよう！

（カンダス・フレミング）

●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」〜

「『何かあった？』って　聞いてくれるの　うれしいんだ」

芦原小学校　河野　茅乃さん

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

「青年国際交流事業」参加者の募集

内閣府では、日本と世界各国の青年との交流を通して、相互理解と

友好を深め、広い国際的視野と国際協調の精神を身につけた、次代を

担うにふさわしい青年を育成するため、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」 １〜３月の40日間

５「東南アジア青年の船」 10〜12月の50日間

■提出書類 参加申込書、作文

■申込期限 ４月３日(木)

■問 合 せ 福井県安全環境部県民安全課　青少年育成Ｇ　☎20-0745

����//��	�.���	.	����.�/�����/������/�������
�/

市文化学習課　生涯学習Ｇ　　　　　　　　　☎73-8041

福井工業大学特別公開講座

■と　き ４月19日(土) 14:00〜15:30

■ところ 福井工業大学　あわらキャンパス２号館　講堂

■講　師 福井工業大学宇宙通信工学科　大家　寛 教授

■主　題 福井からの発信「福井工業大学での宇宙研究」

■演　題 世界に先駆けて知るブラックホールの姿

■内　容 この公開講座は、福井からの発信「福井工業大学での宇宙

研究」の一環として、宇宙通信工学科主任　大家寛教授の

最近の研究内容を講演します。従来、銀河系の中心部には、

太陽の250万倍の巨大ブラックホールが一つあると考えられ

ていましたが、同教授が、前任の東北大学での観測研究成

果に、新たにあわら宇宙電波受信施設の観測結果を加え、

このブラックホールは、24個以上の巨大ブラックホールの

集団であることが確認できたことを発表した内容です。

■定　員 300人（定員になり次第締め切ります）

■申込み・問合せ

３月31日(月)までに、電話、FAXまたはE-����でお申し込み

ください。

福井工業大学　事務局庶務課　☎29-2620 FAX 29-7891

E-���� 	�����@	����-��.��.�
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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14,410円（４月〜21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。希望する人はお早めに！

◎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。

今年から、前年度に学生納付特例の承認を受け引き続き在学予定の人には、社会保険庁からハガキによ

る申請書が送られることになりました。

※　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　　印かん、学生証の写しまたは在学証明書

◎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、印かん、代理の場合は委任状

開催日程（いずれも水曜日）

※　開催日時は、広報あわら最終面の「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　☎23-4516

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　3,620円

4月〜21年3月分169,300

円を4月末日に振り替え

ます。

割引額　3,070円

納付書で、169,850円を4

月末日までに納めてくだ

さい。

割引額　半年で980円

4月〜9月分を4月末日に、

10月〜21年3月分を10月

末日に振り替えます。

割引額　半年で700円

4月〜9月分を4月末に、

10月〜21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

23日 21日 25日 16日 20日 17日 22日 26日 17日 21日 25日 25日
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お知らせ

○義務教育就学前の乳幼児の自己負担

割合が２割になります

乳幼児の医療費を２割負担に軽減する対象年齢が

「３歳未満」から「義務教育就学(小学校入学)前」

まで拡大されます。

○退職者医療制度の対象年齢が65歳未

満になります

会社を退職して国保に加入し、厚生年金などを受

けている75歳未満の人とその被扶養者は「退職者医

療制度」で医療を受けていますが、その対象年齢が

65歳未満になります。

４月以降に65歳になる人は、翌月から一般の国保

の加入者となり、新しい保険証（オレンジ色）を郵

送しますので、差し替えをお願いします。

◆ 保険証を更新します

退職者医療制度で医療を受けている65歳以上の人

の保険証（紫色）の有効期限は、３月31日までとな

っています。新しい保険証（オレンジ色）は、３月

中に郵送しますので、差し替えをお願いします。

◆ 高齢受給者証を再発行します

医療制度改正により、70〜74歳（現役並み所得

者以外）の自己負担割合が、４月から２割になる予

定でしたが、21年３月までの１年間、１割に据え置

かれることになりました。

現在、一般の保険証（オレンジ色）をお使いの高

齢受給者証の一部負担金割合は「２割(平成20年3月

31日までは1割)」と表示されています。有効期限を

更新した新しい高齢受給者証を３月中に郵送します

ので、差し替えをお願いします。

● 老人保健医療受給者の皆さんへ

現在、老人保健制度で医療を受けている75歳以上

の人や一定の障害がある65歳以上の人は、4月から、

現在加入している健康保険から切り替わり、後期高

齢者医療制度により医療を受けることになります。

後期高齢者医療制度では、保険証が１人に１枚交

付され、3月中に郵送します。4月１日からは、新し

い保険証１枚で受診できます。

これまでの老人保健医療受給者証は、ご自分で処

分されるようお願いします。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

国民健康保険・老人保健が４月から変わります

土地家屋調査士無料登記相談

■と　き ４月５日(土) 10:00〜16:00

■ところ 福井県職員会館 ☎26-0111

福井市ベル文化ホール ☎34-1717

いねす（坂井市地域交流センター）

☎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

あなたの固定資産をご確認ください

20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１日(火)〜５月26日(月)

8:30〜17:30（休日を除く）

■縦覧および閲覧場所 税務課

■問合せ 税務課　資産税G ☎73−8012
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お知らせ

第５回あわら市トリムマラソン
参加者募集！

あなたも、新緑の市街を元気よく駆け抜けてみま

せんか？

■と　き ５月18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。親子の部

の子どもは小学校３年生以下とし、２人

以上でも可とします。

※ 18歳未満の参加者は、保護者の同意

が必要です。

■種　目 1.5��…親子　　　 ２��…小学生男女

３��…中学生女子・一般男女

５��…中学生男子・一般男女

10��…一般男女　

ジョギング３��…先着150人(当日受付可)

■参加料 小ă中ă高校生 500円

親子(１組) 1,500円 一般　　　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

用紙をご使用ください。

※ 申し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11日(金) 当日領収印有効

■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
20年度登録募集！

各教室は５月から21年３月までの登録とします。

◎生き生き健康づくり

■と　き ５月13日(火) 14:00〜15:00

※ 毎週火曜日

■ところ トリムパークかなづ

■登録料 3,000円

高齢者を対象とした体操です。

〜ながら体操など簡単な運動を、生活の中に取り

入れてみませんか？

◎トリムリズム体操

■と　き ５月14日(水) 14:00〜15:00

※ 毎週水曜日

■ところ トリムパークかなづ

■登録料 3,000円

軽く身体を温めたい人や体をほぐしたい人を対象

としたクラスです。筋力維持やけが予防のための

エクササイズも導入します。

◎シェイプアップエアロ

■ところ トリムパークかなづ

■と　き ５月15日(木) 14:00〜15:15

※ 毎週木曜日

■登録料 3,000円

汗をかいてさわやかに身体を動かした後、身体を

引き締める体操です。引き締め効果のポイントを

抑えながら、家庭でも行えるよう指導します。

■問合せ トリムパークかなづ　☎73-7272

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21日(金)〜31日(月)

■募集チーム 10チーム

■参 加 料 10,000円（保険料は含みません）

■申 込 み 市サッカー協会１種委員会　奥 春孝

☎79-1676 ☎090-2120-9229
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お知らせ

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１日(火)開講　全20回

夜 の 部　毎週水・金曜日

19:00〜21:00

４月２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５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・坂井市の弓道連合会会員

■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

または吉田

☎090-1315-5250

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13日(日)Ă５月11日(日)Ă６月15日(日)Ă

７月26日(土)Ă７月27日(日)Ă９月６日(土)Ă

９月７日(日)Ă９月28日(日)Ă10月12日(土)、

10月26日(日)

※　参加は、自由に選べます。

■時　間 9:30〜16:00

■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

番号を記載したはがきでお申し込みくだ

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

電気通信サービスモニター募集！

■対　　象

電話やインターネットなど、電気通信サービスに

関心がある20歳以上の人。ただし、総務省または

電気通信事業者に勤務経験のある人やその家族は

除きます。

■活動内容

１ 総務省が実施するアンケート調査（年2回）

２ 総務省が開催するモニター会議（年1回）

■委嘱期間 ６月1日〜21年3月31日までの10カ月間

■募集人員 北陸３県で60人

■募集期間 ４月４日(金)まで

■謝　　金

アンケート調査に協力いただいた人とモニター会

議に出席された人に、謝礼をお支払いします。

■応募方法

ハガキに、郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、

電話番号、年齢、性別、職業、メールアドレス

（任意、携帯電話のメールアドレスを除く。）、応

募の動機を記入のうえ、〒920-8795 金沢市広

坂2-2-60 北陸総合通信局　電気通信事業課「モ

ニター希望」あて郵送してください。

■問 合 せ 総務省北陸総合通信局電気通信事業課

☎076-233-4422

����://���.��������-��.
�.�/

職場での悩みごと無料相談会の開催

解雇や賃金など、労使関係でお悩みはありません

か？

弁護士や大学教授など労働問題の専門家がお答え

します。労働者も雇用者も、気軽にお越しください。

秘密は厳守します。（予約不要）

■と　き　３月23日(日) 13:30〜17:00

■ところ　福井市手寄１丁目

ＡＯＳＳＡ
ア オ ッ サ

６階　研修室602

■問合せ　福井県労働委員会　☎20-0597

小学校の理科支援員募集

■主な仕事 観察や実験などの準備や支援など

（年間で40時間程度の活動）

■勤務条件 １回の活動時間３時間

（週１回程度）

■報　　酬 １時間当たり1,000円

（通勤手当は別途支給）

■申込締切 ４月10日(木)

■申込み・問合せ 教育総務課　☎73-8039
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狂犬病予防集合注射のお知らせ

狂犬病予防注射は、飼い犬に年1回、必ず行わなければならないものです。

（違反者は20万円以下の罰金）市では、次の日程で集合注射を行います。最寄り

の会場で注射を受けさせてください。なお、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。

会場では、飼い犬の登録も出来ます。登録が済んでいない飼い犬は、必ず登録

してください。

また、既に飼い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22日(火) 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23日(水) 9:30〜10:30 保健センター前駐車場

11:10〜11:25 吉崎公民館前

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24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25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 坪江公民館前

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

集合注射の費用（１頭当たり）

・狂犬病予防注射

2,850円

・登録手数料（未登録犬のみ）

3,000円

※　印かん（認印）を持参し

てください。

新社会人の祭典

今春、新卒であわら市と坂井市内の事業所へ就職

する人を対象にしたĀ新社会人の祭典āを開催しま

す。

これは、新社会人となる皆さんの人生の門出を地

域を挙げて祝福するとともに、事業所における新入

社員研修の一環として位置付け、社会人としての責

任と自覚を深めることを目的としています。ぜひ、

ご参加ください。

就職先の事業所を通じて、ハローワーク三国へお

申し込みください。

■と　き ４月４日(金) 14:00〜16:30

■ところ グランディア芳泉

あわら市舟津43-26 ☎77-2555

■内　容 第１部　式典

第２部　研修（社会人デビューセミナー）

・社会人としての心構え

・社会人のコミュニケーションと

仕事

・目標設定の意義と早期離職防止

■問合せ ハローワーク三国　☎81-3262

使い捨てライターの分別収集

使い捨てライターなどの残存ガスが原因と考えら

れる、ごみ収集車からの発火事件が多発しています。

一旦出火すると、ごみ収集車や作業員だけでなく、

近隣の住宅などにも被害が及ぶ恐れがあります。

市では、このような事故を防止するために、これ

まで不燃ごみとして収集してきた使い捨てライター

の分別収集を開始します。ご協力をお願いします。

■開始時期 4月1日

■排出方法 市内13カ所の回収拠点にある専用回収

缶の中に入れてください。

■回収拠点 市役所、中央公民館、伊井公民館、坪

江公民館、剱岳公民館、細呂木公民館、

吉崎公民館、市民課芦原分室、湯のま

ち公民館、本荘公民館、北潟公民館、

JA新郷支店、JA波松支店

■そ の 他 分別収集の開始に伴い、使い捨てライ

ターは、不燃ごみの袋には入れないで

ください。

■問 合 せ 生活環境課　環境衛生Ｇ　☎73-8018

お知らせ
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パーキングエリア インターチェンジ

ETC専用のスマートインターチェンジの設置により、

安宅パーキングエリアから高速道路への乗り降りが可

能になります。（福井方面のみ）

小松空港へのアクセスがグッと便利に！

■実施開始 ３月23日(日) 10:30〜

※　６カ月間の試験運用

■運用時間 6:00〜22:00

クレヨンランドかなづに
健康器具を設置！

東側入口近くに、ストレッチ効果の高い健康器具

を設置しました。準備運動や運動後のクールダウン、

運動不足解消など、健康増進にご利用ください。

■問合せ 建設課　整備管理G ☎73-8031

YONETSU-KANささおか臨時休館の
お知らせ

清掃センター焼却炉定期点検のため、次の期間を

臨時休館します。

４月26日(土)からは、通常どおり営業します。

■休館期間 ４月14日(月)〜25日(金)

■問 合 せ YONETSU-KANささおか ☎74-2221
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４月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

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

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

伊井ă南稲越ă池口ă

河原井手ă菅野ă矢地ă

清間

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★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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

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

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

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

百　寿　苑

01 火 一般利用日

02 水 新郷

03 木 一般利用日

04 金 波松★

07 月 北潟ă浜坂

08 火 一般利用日

９ 水 本荘全地区

10 木 一般利用日

11 金 山方ă里方ă温泉★

14 月 新郷

15 火 一般利用日

16 水 北潟・浜坂

17 木 一般利用日

18 金 本荘全地区★

21 月 山方ă里方・温泉

22 火 一般利用日

23 水 波松

24 木 一般利用日

25 金 新郷★

28 月 北潟・浜坂

30 水 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。

国税専門官募集

■受験資格 １　昭和54年４月２日から62年４月１日生まれ

の人

２　昭和62年４月２日以降生まれで、次に該当

する人

(1) 大学を卒業した人および21年３月までに大

学を卒業する見込みの人

(2) 人事院が(1)と同等の資格があると認める

人

■受付期間 ４月１日(火)〜14日(月)

■試験日・種目

試験の程度　大学卒業程度

１次 ６月15日(日) 教養試験（多岐選択式）

専門試験（多岐選択・記述式）

２次 ７月28日(月)〜31日(木)のうち、合格通知書で

指定する日（人物試験、身体検査）

■問 合 せ 三国税務署　総務課　☎81-3211

金沢国税局　人事第二課　

☎076-231-2131 内線2155

労働基準監督官募集

■受験資格 １　昭和54年４月２日から62年４月１日生まれ

の人

２　昭和62年４月２日以降生まれで、次に該当

する人

(1) 大学を卒業した人および21年３月までに大

学を卒業する見込みの人

(2) 人事院が(1)と同等の資格があると認める

人

■受付期間 ４月１日(火)〜14日(月)

■試験日・種目

試験の程度　大学卒業程度

１次 ６月15日(日) 教養試験（多岐選択式）

専門試験（多岐選択・記述式）

２次 ７月29日(火)・30日(水)のうち、合格通知書で

指定する日（人物試験、身体検査）

■問 合 せ 福井労働局　総務課　☎22-2655

2009年１月上場会社の株券が電子化され
ます

○株券の電子化により上場会社の株券は無効となり、株主

の権利は、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恐れがありますので、株

券電子化の実施までに名義の書換えが必要です。

■問合せ 日本証券業協会　証券決済制度改革推進センター

☎03-3667-4500 （平日9:00〜17:00）

お知らせ
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《ゆずります》

熱帯魚用飼育水槽

学習机いす付（木製）２セット

《ゆずってください》

工業用ミシン

マッサージチェア

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

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

大聖寺
流し船と城下町散策

春色に包まれる大聖寺を地元ガイ

ドの案内で巡るミニツアー。

船頭のこぐ屋形船で風雅を楽し

み、閑静な町並みの大聖寺を、満喫

できます。

と　き 4月６日(日)〜６月29日(日)

の毎週日曜日

10:00〜12:30

定　員　８人（先着順）

集合等　JR大聖寺駅

距　離　徒歩は約２��

ガイド 大聖寺ボランティアガイド

クラブ

申込み・問合せ

KAGA旅・まちネット

☎0761-72-7985

トリムパーク

かなづで行われたニ

ュースポーツまつりの

一角に、体力診断コーナーが

ありました。上体起こしや反

復横跳びなどの数項目から、

全国平均値と比較して自分の

体力年令が測定されるという

ものです。私もやってみよう

と握力、長座体前屈と測定し

たところ、なんと、体前屈で

は数値が低すぎて、表に掲載

されていませんでした。時間

の都合で全ての項目を試すこ

とはできませんでしたが、全部

をやって体力年令を出すと、

とんでもない結果になってい

たことでしょう。（利）

H20.２.１〜２.29 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

糠山　彩巴
い ろ は

女 岳宏 明子 二　面

原　　唯月
ゆ づ き

女 修司 佐知子 名泉郷

吉川　仁菜
に な

女 貴 志保 二　面

八木　こうめ 女 康史 もえ美 向ヶ丘

大島　　薫
かおる

男 啓徳 亮子 南稲越

渡邉　敬重
たかしげ

男 朋重 千晶 菅　野

下水流鋭度
え い と

男 寛 有佳里 北潟西

中田　琥大
く お

男 善久 幸枝 若葉台

野尻　洸星
こうせい

男 尚文 愛 古

橋詰　遼大
りょうた

男 直弥 絵梨子 細呂木

青木　大知
だ い ち

男 利之 あゆみ 新

生誕ービベ

三国競艇開催日

４ /３(木) 〜４/６ (日)

４/17(木)〜４/21(月)

４/25(金)〜４/29(火)

「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

JICA
ジャイカ

ボランティア
20年度春募集

■募集期間 ４月８日(火)

〜５月23日(金)

○青年海外協力隊

（20〜39歳対象）

○シニア海外ボランティア

（40〜69歳対象）

※ 期間中に体験談の紹介と説明

会を行います。

■職　　種　農林水産、土木建築、

保健衛生、教育文化、

社会福祉など

■問 合 せ

JICA福井県国際協力推進員

☎28-8800

JICA北陸　☎076-233-5931

����://���.���.
�.�/

境界問題相談センター
ふくい設立！

専門家による新しい民間型の裁

判外境界紛争解決（ADR)機関です。

相談内容などの秘密は厳守しま

す。

■相談日 毎月第３水曜日(要予約)

■時　間 13:00〜16:00

■申込み・問合せ

福井県土地家屋調査士会

☎33-2770



４月 くらしのカレンダー

かなか
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土金木水火月日

■内西 岡 医 院(あわら) 77-2138

■内近藤小児科医院(丸岡) 66-0217

■■外荒川整形外科ă胃腸科(丸岡) 66-0012

休
日
当
番
医

■内藤 田 医 院(あわら) 78-7133

■内川崎皮膚科クリニック(丸岡) 67-3555

■■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内ヒガシ内科医院(丸岡) 66-1054
■外キムクリニック(丸岡) 67-3000

休
日
当
番
医

■■内 金津産婦人科クリニック(あわら) 73-3800

■内春 江 病 院(春江) 51-0029

■■外あんねん整形外科医院(春江) 58-0500

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 ����://���.����.�����.	����.�/

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

おたのしみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター

■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ă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ă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

４月の納期限は

25日です。

軽自動車税

子宮ガン、乳ガン検診
13:00〜14:15受付　中央公民館
心配ごと・無料法律相談
13:00〜16:00 百寿苑

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

ふれあい広場「お散歩ツアー」
10:30〜11:45 クレヨンランド
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所

おはなしキャラバン隊
10:30〜　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

あわら市の人口

31,4４2人　

平成20年３月１日現在　

男 14 ,855 人

女 16 ,587 人

世帯数 10 ,231世帯

思い出体験入浴
13:00〜15:00 市内各旅館
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

行政・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター
教育相談・親の会
19:30〜　湯のまち公民館

もぐもぐ教室
9:40〜　保健センター

１歳６カ月児健診
13:00〜14:15 保健センター

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

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 燃やせないごみ収集日 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29昭和の日 30 燃やせないごみ収集日

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

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

農地法に基づく許可申請締切日 育児教室「子どもの健康と発達について」
10:30〜11:30 子育て支援センター

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

■内奥 村 医 院(あわら) 73-0171

■内福岡内科クリニック(丸岡) 67-7111

■■外伊藤クリニック(丸岡) 66-1251

休
日
当
番
医

燃やせないごみ収集日
市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所
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