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新年あけましておめでとうございます。

市民の皆さまには、輝かしい希望に満ちた新春を、ご家族おそろいで

お健やかにお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

旧年中は、公私にわたりまして、温かいご支援をいただき、厚くお礼を申し上げます。本

年も、市民の皆さまの福祉向上とあわら市の発展に向け、さらなる努力を重ねてまいります

ので、なお一層のご理解をいただきますようお願いを申し上げます。

さて、昨年を顧みますと、２中学校の存続を公約に掲げ、意を決して臨んだ４月の市長選

挙におきまして、皆さまの温かいご支持により、初当選をさせていただきました。以来、芦

原中学校と金津中学校の残し方につきましては、金津中学校の耐震診断や財政シミュレーシ

ョンの実施など、さまざまな方策を講じながら、10月19日には、２中学校の整備方針と平成

30年度までの財政見通しを公表させていただきました。

これを基に、12月の市議会定例会におきまして、芦原中学校改築と金津中学校耐震・大改

修を示した新市建設計画の変更を提案いたしましたが、残念ながら、多数の同意を得ること

はかなわず、否決という結果となりました。私は、権力の源泉は市民の中にあるとの思いか

ら、２中学校存続の民意は、市長選挙において明らかであるとの考えに立ち、各議員のご理

解を求めてまいりましたが、結果的に、多数の賛同を得られなかったことにつきましては、

大変申し訳なく、市民の皆さまに心からお詫びを申し上げます。

しかしながら、芦原中学校の現状を考えたとき、いっときの停滞も許されない状況となっ

ています。芦原中学校の早期改築と金津中学校の安全確保に向け、最大限の努力を重ねてま

いりたいと考えておりますので、引き続き、皆さまのご理解をいただきますよう、お願いを

申し上げます。

本年は、あわら市の誕生から５年目を迎えますが、中央と地方の格差の増大や原油高がも

たらす市民生活への深刻な影響に加え、２中学校整備問題が越年したこともあり、あわら市

にとりましての2008年は、決して、順風満帆な船出とは言えないのかもしれません。

このような中ではございますが、私といたしましては、山積する問題を着実に解決し、子

育て支援の充実や教育環境の整備、産業の振興などに努め、市民の皆さまに住んで良かった

と思われるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。

結びにあたり、市民の皆さまには、市政へのより一層のご支援とご理解をお願い申し上げ

ますとともに、本年が、皆さまにとりまして、幸多い年となりますよう、心からご祈念申し

上げ、年頭のごあいさつといたします。

あわら市長　　橋　本　　達　也
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所得税と市ă県民税の申告は３月17日までに！

平成19年分の所得税と市ă県民税の確定申告相談は、２月18日(月)から３月17日(月)までとなっています。

期間中、次のとおり申告相談窓口を設けますので、期限までに、必ず申告してください。

なお、期限近くになりますと、相談窓口は大変込み合いますので、早めに申告を済ませましょう。

■受付時間 午前の部 8:30〜11:30 午後の部 13:00〜17:00

■相談時間 午前の部 8:30〜12:00 午後の部 13:00〜17:30

■申告場所 市役所１階　1101会議室

※　土・日曜日は、受け付けていません。

確定申告が必要な人

●事業所得(農業所得など)や不動産所得のある人（必ず、各自で収支計算書を作成してください）

●譲渡所得のある人

●給与の年収が2,000万円を超える人や2カ所以上から給与を受けた人

●１カ所から給与を受けている人で、給与や退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人

※　申告には、源泉徴収票、生命保険料などの支払証明書、領収書、収支計算書、印かんなどが必要です。

■問合せ 税務課　市民税G ☎73-8011 三国税務署　☎81-3211
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公的年金受給者の確定申告書

作成説明会のお知らせ

●中央公民館（市姫一丁目９-18）

２月４日(月) 9:30〜11:30

13:30〜15:30

●ＪＡ花咲ふくい芦原会館（国影15-40-1）

２月５日(火) 9:30〜11:30

13:30〜15:30

対象は、公的年金を受給していて確定申告が必要

な人です。営業所得や農業所得、不動産所得、譲渡

所得がある人は利用できません。

会場で確定申告書を作成し、提出することができ

ますので、関係書類を持参してください。

ｅ-Ｔａｘでらくらく申告、らくらく納税

国税庁のホームページ（����://���.���.
�.�）の

「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告デー

タを同コーナーの画面上から、そのまま税務署に送

信（申告）することができます。

なお、19年分または20年分については、�-T��を

利用して申告すると、一定の要件のもと、いずれか

の年分で最大5,000円の税額控除が受けられます。

（その年分の所得税額が限度）

また、18年分までは、添付書類を持参するか送付

する必要がありましたが、19年分からは、医療費の

領収書や給与所得の源泉徴収票など、一定の第三者

作成書類の提出が省略できることになりました。

�-T��のご利用に当たっては、事前に電子申告等

開始届出書の提出(�-T��ホームページからオンライ

ン提出が可能)と電子証明書の取得などが必要です。

詳しくは�-T��ホームページをご覧ください。

����://���.�-���.���.
�.�/

税務署では、確定申告の不明な点についてアドバ

イスを行い、自分で確定申告書を作成する“自書申

告”を推進していますÿ

ご理解とご協力をお願いします。

■問合せ 三国税務署　☎81-3211

ただ今、固定資産の調査中！

固定資産税は、毎年１月１日現在で、市内に土地

や家屋などの固定資産を所有している人に課税して

います。市では、20年度の課税事務を進めるため、

19年中の土地と家屋の異動（所有権移転など）につ

いて、調査・整理を行っています。

次の条件に当てはまる人は、１月31日(木)までに

税務課資産税Ｇ（☎73-8012）へご連絡ください。

● 19年中に家屋を取り壊した人

ただし、法務局（登記所）へ「滅失登記」をし

た人や取り壊した後に新築し、既に家屋調査を終

えた人は除きます。

● 19年中に家屋を新（増）築した人

ただし「建築確認申請」「新（増）築登記（建

物表示登記）」を済ませた人や家屋調査を終えた

人は除きます。

法人・個人事業者の皆さんへ

償却資産の申告をお忘れなく！

固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産にも

課税します。

会社や個人で事業をされている人は、毎年１月１

日現在で、事業用として所有している償却資産(機

械・器具・備品など)を忘れずに申告してください。

19年度の税制改正において、法人税などの減価償

却制度の見直しが行われましたが、固定資産税での

償却資産の評価に用いる減価率は、従来どおり定率

法です。

申告期限　１月31日(木)

課税対象例

●商店

金銭登録機Ă陳列台Ă冷暖房機Ă自販機Ă看板など

●理容・美容業

理容ă美容椅子Ă鏡Ă消毒器Ă長椅子など

●金属加工業

旋盤Ăフライス盤Ăボール盤Ăプレス機Ă溶接機など

●クリーニング業

洗濯機Ă乾燥機Ăプレス機Ă脱水機など

●印刷・製本業

各種印刷機Ă断裁機Ă自動折りたたみ機など

●飲食・接客業

カウンターĂソファĂインテリアĂ音響装置など

■問合せ 税務課　資産税G ☎73-8012
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住民税の住宅ローン控除

所得税から、住宅ローンの控除額を引ききれな

かった人は、次の要件を全て満たす場合に限り、

市への申告により、20年度住民税（所得割）から

控除されます。

＜要件＞

❶11年から18年までに居住を開始した人

❷所得税の住宅ローン控除を受けている人

❸税源移譲により、所得税から控除できなくなっ

た住宅ローン控除がある人

＜申告期限と方法＞

20年３月17日までに、住民税の住宅借入金等特

別税額控除額申告書(税務課備付)を提出してくだ

さい。

＜申告書の提出先＞

◇年末調整のみの人

源泉徴収票を添付して市税務課へ提出

◇所得税の確定申告をされる人

所得税の確定申告書と一緒に税務署へ提出

20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受

けるためには、毎年申告が必要となります。

申告書は、市ホームページからダウンロードす

ることができます。ご利用ください。

����://���.����.�����.	����.�/

■問合せ 税務課　市民税G ☎73-8011

市長コラム

第7話「ねずみ年」

子年です。子という字は、完了の「了」と

数字の「一」から成り立っています。つまり、

始まりから終わりまでであり、輪廻の中枢を

意味するそうです。そして、大きな節目でも

あります。なるほどと思います。

輪廻の中枢というと難しくてよく分かりま

せんが、ものごとの道理や原理と考えてもい

いのかなと思います。私は20年間の議員生活

で、問題が難しくなったときは、いつも原理

原則に立ち返って考えるようにだけは心がけ

てきたつもりです。

さて、市長に就任して初めての正月を迎え、

山積する課題を前に、小手先にとらわれず、

どっしりとした心的態度をもって臨みたいと

気持ちを新たにしています。

私にとっての原理原則は選挙公約であり、

権力の源泉は市民の中にあるという確信に基

づいて、市民の目線での行政運営を心がける

ことです。そこにずれが生じたときには、皆

さんからのご指摘がいただけることを信じ

て・・・。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!
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金津雲雀ヶ丘寮でもちつき
◆12月６日　金津雲雀ヶ丘寮　

恒例の坂井地区青年農業者クラブによるもちつき慰問が行わ

れました。今年米寿を迎えた４人の中から、大野泰子さんがう

す取りをすると、周りのお年寄りから「ヨイショ」と掛け声が

出ていました。

屋台村「湯けむり横丁」開設記念式典
◆12月６日　湯のまち駅前多目的広場　

あわら温泉屋台村は、県の地域ブランド創造活動推進事業の

一環として、旅館経営者など若手メンバーでつくる「あわら湯

けむり創生塾」が設置したものです。おでんやラーメン、そば、

くし揚げ、居酒屋の５店舗が、湯のまち駅前多目的広場に軒を

連ねています。

消防ポンプ自動車配置
◆12月14日　嶺北芦原消防署　

嶺北消防組合の車両整備計画に基づき、あわら消防団第10分

団に、最新型の消防ポンプ自動車が配置されました。この車は、

2000リットル以上の放水能力があり、操作性もよく、放水圧力

を一定に保つことができるほか、安全性も向上しています。

セントピア夕市感謝祭
◆12月15日　セントピアあわら

地元の野菜などを出店している花野米レディースは、この１

年の感謝を込めて、来場者に温かいぜんざいを振る舞いました。

サッカーフェスティバル
◆12月16日　トリムパークかなづ

市サッカー協会主催のサッカーフェスティバルに、サウルコ

ス福井の選手たちが招かれ、サッカー教室が開催されました。

子どもたちは、選手とミニゲームなどを行い、交流を深めてい

ました。

環境学習授業
◆12月20日　芦原小学校

(株)金津村田製作所は、芦原小学校の５年生を対象に、地球温

暖化防止をテーマに出前授業を行いました。温暖化の意味や身

近にできる温暖化対策などがクイズ形式で出され、児童たちは

理解を深めたようです。

新春舞踊
◆１月１日　セントピアあわら

芦原温泉芸妓協同組合による新春舞踊が行われました。訪れ

た人たちは、舞妓や芸妓が披露する美しい踊りを堪能していま

した。
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展　覧　会

創　　 作 の 森 通 信 ���.142

募　　　集

卒園記念にフォトフレームを作ろう！

楽しかった思い出の写真を飾るフォトフレームを、粘土で作ってみませ

んか？　卒園の記念にピッタリ！　小さなお子さんでも楽しく作れます。

と き 火〜日曜日

午前の部9:30〜　午後の部13:30〜（所要時間1〜2時間）

※　２月17日(日)までに製作すると、3月18日(火)までに焼き上げ

ます。

ところ 金津創作の森　創作工房

料　金 1,500円（1作品）写真用カードケース付

対　象 ５〜６歳

定　員 約30人（要予約：☎73-7802）

※　団体の場合は10人に1人程度の引率者をお願いします。

※　日時・人数などについては、相談に応じます。気軽にお問い

合わせください。

韓国の美　ポジャギ展　〜色彩のあたたかさ〜

韓国の手工芸のひとつ「ポジャギ」。韓国語でポジャギとは、ものを包んだり

覆ったりするときに使われる布のことです。その美しさ、温かさに魅せられた

ポジャギ工房ｋｏｅの仲間が、福井で初めてのポジャギ展を開きます。

一針一針、心を込めた作品をご覧ください。

と　き 2月16日(土)〜3月2日(日) 10:00〜17:00（最終入場16:30）

※　最終日は16:00まで

ところ アートコア　ギャラリー

第4回 酒の器展　入賞作品決定！

12月7日、審査委員長の久世建二さん（金沢美術工芸大学学長 あわら市

出身）ら５人の審査員による審査会で、実用性がありながら、従来の形を

覆し、芸術性が感じられる酒器を基準に、362点の中から、入賞5点、入選

142点を選出しました。

酒の器展では、受賞作品を展示するとともに、販売いたします。

と　き 1月19日(土)〜3月2日(日) 10:00〜17:00（最終入場16:30）

ところ アートコアミュージアム−１

料　金 一般300円　団体200円(20人以上) 高校生以下無料

関連イベント ●ポジャギ体験ワークショップ

と　き 3月1日(土) 14:00〜16:00

ところ アートコア研修会議室

料　金 2,000円（材料費込み）

定　員 10人（要予約）

問合せ ☎73-7800

大賞「傾ける酒器 Y�����」/磁器

影山 誠（愛知県）

金津創作の森財団事務局・アートコア
あわら市宮谷57-2-19
☎73-7800 FAX73-7805
E-���� �������@����.�����.	����.�
����://���.������.�/

ガラス工房　あわら市青ノ木44-10-37
☎73-7801 FAX73-7803

創作工房　あわら市青ノ木44-10-29
☎73-7802 FAX73-7804

レストラン＆ショップ　アンビション
☎73-4141 FAX73-4141
※　月曜休館　祝日の場合は翌日

参考作品　井上直子 作
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第13回全日本ユース（U-15）フットサル大会

県大会と北信越大会で、優秀な成績を収めた芦原中学校サ

ッカー部は、１月12日から14日まで、福岡県北九州市立総合

体育館で開かれる第13回全日本ユース（U-15）フットサル大

会に出場します。

バーモントカップ第17回全日本少年フットサル大会

県大会で優勝し、連覇を果たした芦原サッカースポーツ少

年団は、１月４日から６日まで、東京都駒沢体育館、屋内球

技場で開かれるバーモントカップ第17回全日本少年フットサ

ル大会に出場します。

ニュースポーツまつり

■日　時 2月24日(日)

受付8:30〜　開会式9:00〜　終了12:00

■場　所 トリムパークかなづ

■内　容

●ニュースポーツ体験コーナー

ショートテニス、ラージボール卓球、ソフトバ

レーボールなど、誰にでも簡単にできる楽しい

ニュースポーツを紹介します。

●体力診断コーナー

体力年齢をチェックしよう！

あなたの体力年齢は何歳かな！？

●健康診断コーナー

健康状態を知って生活習慣を見直そう！

■服　装 運動のできる服装と内ズック

■参加料 無料

■締切り 2月15日(金)

■申込み 氏名、性別、住所、電話番号、年齢をス

ポーツ課へご連絡ください。

■問合せ スポーツ課 ☎73-8043 FAX73-1350あわら市青壮年団親善ボウリング大会

■と　き ２月17日(日) 14:00〜16:00

■ところ 福井空港ボウル

■対　象 各地区青壮年団員、女性も大歓迎

■参加料 １チーム(４人) 2,000円

（青壮連協未加盟団の参加料は4,000円）

■締切り ２月8日(金)

■問合せ 文化学習課　☎73-804１

フットサル全国大会出場選手激励会

第4回春季オープンバドミントン大会

■と　き ２月10日(日)

受付8:00〜　開会式8:30〜　試合9:00〜

■ところ ２部　　農業者トレーニングセンター

１部・３部　　トリムパークかなづ

■対象者 県内や隣県に居住または勤務している人

で、中学生以上

■参加費 １チーム3,000円（スポーツ保険など）

１チーム男子３人以上、女子３人以上、

ミックスは兼ねられない

■競　技 ●男子ă女子ăミックスダブルスで競う団

体リーグ戦

●クラス別３部制（初ă中ă上級者）

●ラリーポイント21点３ゲーム

■締切り １月27日(日)

■申込み あわら市バドミントン協会

事務局　楠　☎090-4683-7505
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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＞

●星へ落ちる （金原ひとみ）

●赤い糸�������� (メイ)

●ゴールデンスランバー （伊坂幸太郎）

●世界が終わる夜に奏でられる音楽

（楡井亜木子）

●T�� B��� (荒木飛呂彦)

●夫の火遊び （藤堂志津子）

●長き雨の烙印 （堂場　瞬一）

●目覚めよと彼の呼ぶ声がする（石田　衣良）

●案外、買い物好き （村上　　竜）

●チェスト！ （登坂恵理香）

●柳美里不幸全記録 （柳　　美里）

●玉ねぎフライパン作戦 （椎名　　誠）

●樹の上の忠臣蔵 （石黒　　耀）

●仏果を得ず （三浦しをん）

●黒髪 （谷村　志穂）

●商人龍馬 （津本　　陽）

●美か、さもなくば死を （林　真理子）

＜一般書　その他＞

●脳を活かす勉強法 （茂木健一郎）

●あきらめずまっすぐに （森　まさこ）

●問題な日本語その３ （北原　保雄）

●病気とけが手当てのきほんおさらい帖

（王　　瑞雲）

●女の敵 （遥　　洋子）

●知って得する株主優待2008年版

（野村インベスター・リレーションズ）

●東京ディズニーランド＆シー裏技ハンディガイド2008年版

（TDL＆TDS裏技調査隊編）

●カツ代のまかないレシピ

（小林カツ代キッチンスタジオ）

●一流のマナー二流のルール三流の不作法

（山崎　武也）

●夢中になる！トランプの本 （草場　　純）

●日本人の平均値2008 （藤原　郁郎）

●養老訓 （養老　孟司）

●カップケーキの本 （まちやまちほ）

●篤姫の生涯 （宮尾登美子）

●泉麻人東京・七福神の町あるき（泉　　麻人）

＜児童書＞　

●グリフインの年　上・下

（ダイアナ・ウイン・ジョーンズ）

●しゃれの王様 （梅沢　　実）

●おばあちゃんのきおく （メム・フオックス）

●つんつくせんせいとくまのゆめ （たかどのほうこ）

●どん・ぐりぞうのおはなし （近藤薫美子）

●ひつじがいっぴき （木坂　　涼）

●クークーとしろくま （よこたみのる）

●ドキドキ！占いってなんだ？（吉川　　豊）

●ぼくの父さんは、自殺した （今西　乃子）

●かめきちのなくな！王子様 （村上しいこ）

●絵本佐賀のがばいばあちゃん（安藤　勇寿）

●リトル・プリンセス５（ケイティ・チェイス）

●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」〜

「『やめなよ』も　友が言える　優しい言葉」

芦原中学校　近藤　愛さん

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作

児童館 節分豆まき会

■と　き ２月2日(土) 10:00〜

■ところ 金津社会福祉センター

■内　容 豆まき・ゲーム

■対　象 小学生以下（幼児は保護者同伴）

■問合せ 中央児童館　担当　中嶋　☎73-1571

金津図書館 休館のおしらせ

金津図書館は、２月５日(火)と６日(水)の２日間、蔵書点検のため休

館いたします。

芦原図書館は、通常どおり開館いたします。

「素敵な自分づくり」 受講生募集

自分の毎日の生活を振り返り、あなたも「自分みがき」をしてみませ

んか。

働く女性の家では、湯のまち公民館と共催で、単発講座を開催します。

ぜひ、ご参加ください。

２月23日(土) 9:00〜

「布ぞうりづくり」

−足裏から健康に−

★材 料 費　　800円

★募集人数　　 20人

★講　　師　　働く女性の家運営委員

３月22日(土) 9:00〜

「ハンギングバスケットづくり」

−花で心を癒しましょう−

★材 料 費　2,500円 (カゴă土ă花苗)

★募集人数　 30人

★講　　師 渡辺　寛幸 さん

■そ の 他　・参加は男女を問いません。

・どちらか一方のみの受講も可。

・チャイルドコーナーを設けます。

■申込方法 １月26日(土)受付開始（定員になり次第締め切ります）

■申 込 先 働く女性の家(湯のまち公民館内)へ電話でお申し込みくだ

さい。☎78-6350
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

12月9日に中央公民館で「第4回あわら男女共同参画のつどい」を開催

しました。2007年年間ベストセラー「女性の品格」の著者で、昭和女子

大学学長坂東眞理子さんの講演のほか、橋本市長と坂東さんの対談も行

いました。

対談では、男女共同参画を進めていくうえでの注意点や女性の品格に

ついてなど、互いの体験を交えながら、笑いもある和やかな雰囲気の中

で話が進められていました。

また、男女共同参画に関する入賞作品の表彰も行いました。入賞され

た皆さんは次のとおりです。（敬称略）

男女共同参画のつどい

橋本市長と対談する

坂東眞理子学長

「感謝状」作品入賞者

最優秀賞

梅田　智未

（三国町　金津高2年）

優 秀 賞 永井健一郎　（馬　場　金津中2年）

高木美津恵　（市内勤務）

奨 励 賞 坪田　美里　（若葉台）

島　ハナエ　（稲荷山）

辻川加寿代　（市内勤務）

近藤明日香　（布　目　芦原中1年）

徳丸　貴昭　（光　明　芦原中3年）

都　　直也　（東　山　金津高2年）

早川　美咲　（千　束　金津高2年）

三澤茉夕希　（丸岡町　金津高3年）

藤井　美樹　（中　番　金津高3年）

松川　祥子　（波　松　金津高3年）

「図画」作品入賞者

最優秀賞

児玉　茉央

（芦原小6年）

優 秀 賞 小西　音々　（新郷小5年）

市村　直己　（北潟小6年）

奨 励 賞 櫻川　侑夏　（芦原小5年）

東出　直也　（新郷小5年）

前川　優來　（伊井小5年）

加藤　恵資　（金津東小5年）

下家　幸希　（北潟小6年）

篠崎　光希　（金津小6年）

守屋　美樹　（金津小6年）

♡
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子育て支援センターだより子育て支援センターだより

◆電話相談・育児相談 月〜金曜日　8：30〜17：00 ☎73-5540

◆みにルーム＆わいわいルーム開放 月〜金曜日　8：30〜17：00

◆お楽しみ会
と　き １月30日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆第３回リズムで遊ぼう
リズムにあわせて楽しく体を動かしましょう！

と　き ２月６日(水) 11:00〜11:40

ところ 子育て支援センター

内　容 リズム体操

指導者 スポーツ専門指導員　山田　清美さん

◆親子であそぼう！
と　き ２月13日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 見たり聞いたり作ったりして、親子で楽

しく遊びましょう

指導者 子育てマイスター　佐々木真由美さん

◆出前食育健康講座
と　き ２月20日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 栄養士による食生活相談

市食生活改善推進員によるおやつ試食

母乳はいつごろから離せばいいの？とよく聞かれます。授乳は栄養摂取の意味もありますが、

スキンシップを通して親子の絆を深める役割もあります。お乳を飲むことは、満腹感より吸い

たい気持ちを求め、お母さんの愛情を確かめているのです。小さいとき、たっぷり甘えられて

愛情を注がれた子どもは、早く自立できるものです。

乳離れも、何歳になったから止めるというものではなく、一人一人違って当たり前だと思い

ます。無理にお乳を離すことより、夜、絵本を読んであげたり、添い寝してトントンと背中を

たたいてあげたり、子守唄を歌ってあげたりするのもいいでしょう。お母さんの愛情を確認で

きたと納得できたとき、自然に卒乳できるものです。

子

育て

ワ
ンポ
イン
トアドバイス

幼児園・保育所(園)開放デー

親子であわら市内の幼児園・保育所(園)の様子を

見たり、園児たちと遊んでみませんか？

２月　５日(火) 北潟幼児園

８日(金) 伊井保育所

１２日(火) 芦原南幼児園・白藤保育園

１４日(木) 細呂木保育所

１５日(金) 芦原保育所

１８日(月) 金津東保育所

１９日(火) 本荘幼児園・妙安寺保育園

２０日(水) 善久寺保育園

２８日(木) 芦原北幼児園

【開放デーについてのお願い】

・開放時間は9:30から11:00までです。時間内であれ

ば出入り自由です。

・申し込みは不要です。直接、幼児園・保育所(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。
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介護支援専門員の皆さまへ

介護支援専門員証の更新制度を
ご存じですか？

18年度から「介護支援専門員登録証明書」が

『介護支援専門員証』に変わり、5年間の有効期間

が設けられました。有効期間を過ぎると、介護支

援専門員として働くことができなくなります。

介護支援専門員証の有効期間を更新するには、

研修を受ける必要があります。

詳しくは、県長寿福祉課ホームページをご覧く

ださい

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

/��������������.����

ホームページをご覧になれない人には、資料を

お送りします。住所ă氏名ă郵便番号を記入した返

信用長３封筒に80円切手を貼り、県長寿福祉課介

護保険支援グループへお送りください。

〒910-8580 福井市大手3丁目17-1

県長寿福祉課介護保険支援Ｇ

☎20-0333

介護者のつどい参加者募集！

在宅で介護に当たっている人を対象に、日ごろの

介護疲れをとり、リフレッシュしてもらおうと、介

護者のつどいを開催します。同じ悩みを持つ人同士

で話をしてみませんか。

■と　き １月30日(水) 10:00〜15:00

■ところ 芦泉荘

■内　容 交流会、入浴、マッサージ（希望者のみ）

■負担金 1,000円

■定　員 30人（定員になり次第締め切ります）

■申込み １月25日(金)までに電話でお申し込みく

ださい。

■問合せ　市社会福祉協議会　☎73-2253

放送大学 学生募集！

放送大学は、自宅でテレビやラジオでマイペース

に学ぶことができる入学試験のない文科省・総務省

所管の通信制大学です。

キャリアアップや生涯学習に最適です。入学願書

の受付は２月29日(金)までとなっています。

■問 合 せ 　 福井学習センター

☎22-6361 FAX 22-6431

お知らせ

体育館開放 利用団体の募集について

教育委員会では、20年度の学校体育館開放の利用

団体を募集します。

この事業は、夜間空いている学校の体育館などを

スポーツやレクリエーション活動に開放し、市民の

健康増進や体力づくりに役立てようとするもので

す。

学校体育館開放を利用するためには、次の要件に

該当する団体が、あらかじめ、教育委員会に登録し

ておく必要があります。

■開放施設 市内各小中学校の体育館

トリムパークかなづ体育館

農業者トレーニングセンター

Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

■開放時間 19:30〜21:30

■登録要件 １ スポーツやレクリエーションに計

画的・定期的に利用すること

２ 市内に居住または在学、在勤して

いる人によって構成されていること

３　構成員が５人以上であること

４ 団体を運営指導する責任者が成人

であること

■登録方法 利用団体登録書に必要事項を記入、押

印のうえ、スポーツ課へ提出してくだ

さい。

利用団体登録書は、スポーツ課やトリ

ムパークかなづに備え付けてあるほか、

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。

■登録締切 2月8日(金)

■問 合 せ スポーツ課　 ☎73-8043 FAX73-1350

����://���.����.�����.	����.�/

※ 利用希望施設や曜日が、他団体と重なった場合

は、抽選などにより調整します。ご了承ください。
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お知らせ

雇用促進住宅（サン・コーポラス）
入居のご案内

雇用促進住宅では、入居者を募集しています。

雇用促進住宅は

○勤労者が利用できる公共の賃貸住宅です。

○敷金（２カ月分の家賃）以外の礼金・手数料は不

要です。

○一部の住宅を除き、ほとんどの住宅は先着順で入

居が可能です。

○２Ｋから３ＤＫまで、ライフスタイルに応じて選

ぶことができます。

○福井県下に22住宅、市内には３住宅があります。

入居を希望する雇用促進住宅に空き室があり、次

の貸与要件のいずれかに該当すると公共職業安定所

長が認め、入居者資格のすべてに該当する人が申し

込むことができます。

住宅の貸与要件は

１　公共職業安定所の紹介などで就職することに伴

い住居を移転する人

２　転勤などにより住居の移転を余儀なくされ、住

宅に困窮している人

３　その他、職業の安定を図るために住宅の確保を

図ることが必要な人

住宅の入居者資格は

１　単身もしくは同居の親族などを随伴して入居す

る人

2 申請者の年収（賞与および利子所得などで、継

続的な収入を含む。）の12分の１の額が、家賃

および共益費の合計額の３倍以上である人。な

お、一部の人については、所得上限額が設けら

れています

３　確実な連帯保証人がある人

住宅の所在、貸与要件、入居者資格の詳細や空

き室の状況は、(財)雇用振興協会北陸支所また

は希望住宅を管轄する加賀集中管理事務所にお

尋ねいただくか、ホームページをご覧ください。

����://���.�-�-�.��.�/

■問合せ 財団法人雇用振興協会北陸支所

☎076-224-7196

加賀集中管理事務所

☎0761-74-8419

19年シニアワークプログラム

高齢者子育て支援講習受講者募集

■と　き ２月14日(木)〜27日(水) 10:00〜16:00

土・日曜日・祝日を除く10日間

■ところ 湯のまち公民館

■内　容 子育てに必要な技能を身に付ける実技・実

習が中心です。

■対　象 就職・就業を希望する、55〜69歳までの人

■定　員 20人（先着順）

■受講料 無料

■申込み 市シルバー人材センター

ハローワーク三国

■問合せ (社)県シルバー人材センター連合

☎29-1195

戦没者などのご遺族の皆さまへ

第８回 特別弔慰金の請求期限が
近づいています！

20年３月31日までにご請求ください。

［支給対象となる人］

戦没者などの死亡当時のご遺族で、平成17年４月

１日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者

戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人

(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の

順番による先順位のご遺族一人です。

❶17年４月１日までに、戦傷病者戦没者援護法に

よる弔慰金の受給権を取得した人　

❷戦没者などの子　

❸戦没者などと生計関係を有していた❶父母❷孫

❸祖父母❹兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有し

ていなかった人、17年４月１日において遺族以

外の人と婚姻したことにより姓が変わっている

人または養子縁組をした人は除かれます。)

❹上記３以外の❶父母❷孫❸祖父母❹兄弟姉妹

❺上記１から４以外の三親等内の親族(戦没者な

どの死亡時まで引き続き１年以上生計関係を有

していた人に限られます。)

［支援内容］額面40万円、10年償還の記名国債

■問合せ 福祉課　福祉総務Ｇ　☎73-8019
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２月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

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

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★

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

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

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・古屋石塚

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・御簾

尾ă上野ă剱岳

金津

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★

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 金 新郷★

04 月 山方ă里方ă温泉

05 火 一般利用日

06 水 本荘

07 木 一般利用日

08 金 北潟ă浜坂★

12 火 一般利用日

13 水 新郷

14 木 一般利用日

15 金 波松★

18 月 北潟ă浜坂

19 火 一般利用日

20 水 本荘

21 木 一般利用日

22 金 山方ă里方ă温泉★

25 月 新郷

26 火 一般利用日

27 水 波松

28 木 一般利用日

29 金 本荘★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

県立盲学校幼児・生徒募集

県立盲学校では、20年度の幼児と生徒を募集しています。

■募集学生 幼稚部（満３歳から５歳までの幼児）高等部本科

普通科・本科保健理療科（中学校卒業または卒業

見込みの人）、専攻科理療科（高校卒業または卒業

見込みの人）

■身体条件

・両眼の矯正視力が、おおむね0.3未満の人

・視力以外の視機能障害が高度な人のうち、拡大鏡などを使

用しても通常の文字や図形を認識することが不可能、また

は著しく困難な人

■出願期間 １月28日(月)まで

■問 合 せ 県立盲学校　入学選考係

☎54-5280 FAX54-5289

学びたいを行動に！
ー通信制高校で学んでみませんかー

多くの中高年（最年長67歳）が、道守高校で学んでいます。

月に２回程度、日曜日に登校し、レポートを提出して学ぶ

というコースです。

学ぶチャンスを逃したから、退職したから、余裕ができた

からと、年齢に関係なく学べる道守高校で、高校生活を送っ

てみませんか。

関心がある人は、個別相談会（1/19、1/27、2/3、2/17、

3/2）に電話で予約のうえ、ご参加ください。なお、指定の日

に来校できない人は、お問い合わせください。

■出願期間　20年３月14日(金)〜３月28日(金)

■問 合 せ 県立道守高等学校 通信制 入学係

〒918-8575 福井市若杉町35-21

☎36-1184 FAX36-1185

ご存知ですか？　検察審査会

「交通事故、詐欺などの犯罪被害にあったのに、検察官が

その事件を裁判にかけてくれない。どうも納得できない。」こ

のような人のために、検察官の下した処分が正しかったのか

どうかを審査する機関が検察審査会です。

検察審査会は、11人の審査員で構成され、この審査員は選

挙権を有する皆さんの中からĀくじāで選ばれることになってい

ます。

あなたも、いつか審査員に選ばれることがあるかも知れま

せん。審査員に選ばれたときには、市民の代表者としてご協

力をお願いします。

■問合せ 福井市春山１丁目１-１　福井地方裁判所内

福井検察審査会事務局　☎22-5000 内線380

お知らせ
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お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

大聖寺

御願神事（竹割りまつり）

２メートルもの青竹を境内や拝殿

かまわず叩き割る、全国的にも珍し

い奇祭です。春を呼ぶこのお祭にぜ

ひ、お出かけください。

と　き 2月10日(日) 11:00〜12:00

ところ 菅生石部神社

問合せ 菅生石部神社

☎（0761）72-0412

今年の元旦は、セント

ピアあわらで新春舞踊を

鑑賞した後、初湯に入るという大

変ゆっくりとした新年のスタート

になりました。ところで、「今年

がどのような年になって欲しいか

漢字一文字で表すと？」と小学３

年生の息子に聞くと「楽」と答え

が返ってきました。子どもらしい

回答に思わず笑ってしまいました。

さて、私はというと「子」中心

の笑いの絶えない明るい年になっ

て欲しいと願うところです。

皆さんは、2008年どのような

年になることを望みますか？（利）

18

《ゆずります》

《ゆずってください》

工業用ミシン
シルバーカー（歩行補助車）
電気あんか
３〜４人用乳母車

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

H19.12.１〜12.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

生誕ービベ

三国競艇開催日

松本　銀士
ぎ ん じ

男 浩士 紀子 榛ノ木原

山田　惺愛
せ い ら

女 謙一郎 理絵 田中温泉

篠崎　竜輔
りゅうすけ

男 大輔 香織 西温泉

今井　徠斗
ら い と

男 敏行 愛美 舟　津

村上　陽葵
ひ ま り

女 泰規 公子 富　津

小玉　瑛大
え い た

男 俊之 陽子 古

中西　希稜
の あ

女 貴義 絵美 下　番

吉江　　史
ふみ

男 成司 美保 河　間

田崎　櫂里
か い り

男 龍也 千恵 馬　場

藤田楓羽梨
ふ わ り

女 大介 香織 中　番

志田　涼輔
りょうすけ

男 学昭 恵子 向ヶ丘

反保　友佑
ゆうすけ

男 元宏 志津香 二　面

森谷真陽流
ま ひ る

男 慎太郎 恵美 中　央

北川　琴加
こ と か

女 幸治 奈穂子 中　浜

瀬川　一咲
い っ さ

男 真一 綾子 新

高島　聖羅
せ い ら

女 勝 実咲 馬　場

野内　　優
ゆう

男 潤 幸子 中　浜

２/１(金) 〜２ / ３( 日)

２/ ８(金) 〜２/11(月)

２/14(木) 〜２/17(日)

２/28(木) 〜２/29(金)

「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

ご存じですか？
産業別最低賃金

福井県産業別最低賃金（時間額）

（19年12月24日から適用）

繊維製造業　　　　　706円

機械器具製造業　　　764円

電気機械器具製造業　722円

各種商品小売業　　　728円

■問合せ 福井労働局

労働基準部 賃金室

☎22-2691

九頭竜湖・麻耶姫湖
サマーフェスタ

キャッチコピー募集

20年7月26日(土)・27日(日)に、

「森と湖に親しむつどい2008」が、

九頭竜湖・麻耶姫湖周辺で開催さ

れます。

このイベントをＰＲするため、

キャッチコピーを募集しています。

■応募資格 どなたでも応募できま

すが、未発表のものに

限ります。一人何点で

も応募可能ですが、応

募一回につき記載は一

点としてください。

■募集締切 ２月20日(水)まで

■問 合 せ

森と湖に親しむ旬間全国行事現

地実行委員会事務局キャッチコ

ピー募集係　☎0779-66-5300

����//���.��������2008.���/
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土金木水火月日

■■内藤 井 医 院(三国) 82-1113

■■内 大野内科消化器科医院(春江) 51-8170

■■外中瀬整形外科(丸岡) 67-3777

休
日
当
番
医

■■内大 嶋 医 院 (三国) 82-6677

■■内木 村 病 院(あわら) 73-3323

■■外友 田 医 院(春江) 51-0343

休
日
当
番
医

■■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■■■内春日レディスクリニック(春江) 51-6080

■外春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

■■内鷲 田 医 院(三国) 82-1230

■内豊田内科医院 (春江) 51-8181

■外国立あわら病院(あわら) 79-1211

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 ����://���.����.�����.	����.�/

ニュースポーツまつり
9:00〜12:00 トリムパークかなづ

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
13:30〜16:00 市姫荘

ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

お楽しみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター

■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

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

■内国立あわら病院(あわら) 79-1211

■■内春 江 病 院(春江) 51-0029

■■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

２月の納期限は

25日です。

固定資産税(第４期)

国民健康保険税(第８期)

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

もぐもぐ教室
9:40〜　保健センター
出前食育健康講座
10:30〜11:30 子育て支援センター
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所

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〜 セントピアあわら

あわら市の人口

31,４82人　

平成20年１月１日現在　

男 14 ,861 人

女 16 ,621 人

世帯数 10 ,245世帯

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〜 セントピアあわら

子ども会卓球大会
9:00〜　トリムパークかなづ

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

教育相談・親の会
19:30〜　湯のまち公民館

第３回リズムで遊ぼう
11:00〜11:40 子育て支援センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 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〜 セントピアあわら

1 2

3 4 5 6 燃やせないごみ収集日 7 8 9

10 11建国記念の日 12 13 14 15 16

17 18 19 20 燃やせないごみ収集日 21 22 23

24 25 26 27 28 29

粗大ごみ休日持ち込み日
8:30〜16:30 広域圏清掃センター

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

親子で遊ぼう！
10:30〜11:30 子育て支援センター

１歳6カ月児健診
13:00〜14:15 保健センター

農地法に基づく許可申請締切日
住民基本台帳カード発行受付開始

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〜 セントピアあわら

確定申告 自分で書いてお早めに！　 申告期間 2月18日(月)〜3月17日(月)

税務署では「納税者が自ら正しい申告と納税を行う」という申告納税制度の趣旨から、確定申告書などをご自分で正しく

作成していただく『自書申告』を推進しています。

申告期限間近になりますと、申告相談会場が大変混雑しますので、申告書の『郵送による早期提出』をお勧めします。

詳しい内容は、三国税務署（☎81-3211）へお問い合わせください。

蔵 書 点 検 の た め 、 金 津 図 書 館 休 館
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