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平成20年３月１日

自動交付機での証明書の発行を開始！

あわら市役所、永平寺町役場、JR福井駅東口のAOSSA
ア オ ッ サ

に設置する自動交付機で、住民基本台帳カード

（住基カード）を用いることにより、市役所の窓口へ行かなくても、各種証明書を取得できるようになり

ます。

当面は、あわら市と永平寺町にお住まいの人が対象ですが、今後、県内各市町へのシステム導入が予定

されていますので、さらに利用しやすくなります。

銀行のＡＴＭ（現金自動預け払い機）のように、カード（住基カード）と暗証番号により、証明書が発

行できる装置です。

申請用紙に記載する手間や窓口での待ち時間を省くことができます。

❶ 住民票の写し ❷ 印鑑登録証明書 ❸ 所得課税証明書

※　所得課税証明書は最新のもの１年分で、所得申告や給与・年金などの支払報告のある人のみが対象です。

● 印鑑登録証として利用できます

従来の印鑑登録証をお持ちの人は、25年３月31日までに申請されると、無料で住基カードの交付を

受けることができます。

※　住基カードの交付は、印鑑登録証との交換になります。

● 図書貸出カードとして利用できます

市役所の窓口で、住基カードを図書貸出カードとして登録することにより、あわら市内の図書館（金

津図書館、芦原図書館）と永平寺町内の図書館（永平寺町立図書館、永平寺館、上志比館）で、図書貸

出カードとして利用することができます。

● 写真付きであれば、公的な身分証明証として利用できます

銀行口座の新規開設やパスポートの発行、各種会員の新規登録などの際に、身分証明証として利用

することができます。

● ｅ-Ｔａｘ（国税電子申告）を利用することができます

市役所の窓口へ住基カードを持参し、電子証明書の登録を行うことで、�-T�� を利用することがで

きるようになります。

Ｑ 自動交付機は、誰でも利用できるの？

Ａ 住基カードをお持ちの人で、証明書サービスの利用登録を行った人が利用できます。

Ｑ 住基カードの登録申請はどこでするの？

Ａ 市役所市民課で申請を行ってください。受付時間は8:30から17:30です。

※ 毎週火曜日の窓口延長（17:30〜19:00）と日曜日の休日業務（8:30〜12:00）では、申請はでき

ますが、交付はできません。また、市民課芦原分室では、取り扱っていません。

Ｑ 住基カードの申請方法は？

Ａ 次のものを持参のうえ、交付手続を行ってください。

１　身分証明書（運転免許証やパスポート、身体障害者手帳など公的機関の発行した写真付きのもの）

２　印鑑（認印）

３　手数料　500円

※　住基カードは、即日交付（約30分間）します。

※ 交付は本人に限ります。

※ １をお持ちでない人は、申請はできますが、即日交付はできません。事前にお問い合わせくだ

さい。

※　住基カードの有効期間は、10年間です。

Ｑ 住基カードの交付にはいくらかかるの？

Ａ 住基カードの交付手数料は500円です。

ただし、すでに印鑑登録をしている人は、25年３月31日までは、無料で住基カードの交付を受ける

ことができます。

Ｑ 以前に発行された住基カードは使えるの？

Ａ 平成20年２月14日以前に発行した住基カードをお持ちの人は、市役所市民課でカードに証明書サー

ビス、図書館サービスの利用登録を行うことにより、自動交付機のほか、あわら市と永平寺町の図書

館を利用することができるようになります。

Ｑ これまでの図書館貸出・利用カードは、どうなるの？

Ａ 従来の貸出・利用カードをお持ちの人は、引き続き、市内の図書館を利用することができますが、住

基カードの取得をお勧めします。

詳しい内容は、市民課にお問い合わせください。

自動交付機・住基カード　Ｑ＆Ａ

住
基
カ
ー
ド
挿
入

精
　
算

証明書発行

自動交付機

■問 合 せ 市民課　☎73-8014

自動交付機の利用

2 3

各種証明書の取得が便利になります

自動交付機とは？

発行できる証明書ă手数料ă設置場所ă利用時間

便利な住基カード

(手数料１通 200円)

設置場所 稼働時間 証明書発行手数料 発行停止期間

１ あわら市役所 南側入口 7:00〜20:00

２００円

（窓口交付は300円）

年末年始

12月29日〜１月３日
２ 永平寺町役場 1階ロビー 7:30〜20:00

３ AOSSA １階 8:30〜22:00

暗
証
番
号
入
力
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平成20年4月から

特定健診、特定保健指導が始まります！
これまでの基本健康診査(基本健診)が特定健康診査(特定健診)に変わります。

40歳からの健康づくりに、ぜひお役立てください。

特定健診、特定保健指導ってなあに？

特定の人（40〜74歳の人）を対象に、メタボリックシンドローム（略称 メタボ）の予防や改善を目的と

した健診のことです。「特定健診」を受診すると、メタボの予防や改善に役立つ情報提供、健康教室への参

加、医師・栄養士・保健師による生活習慣の見直しに向けた個別相談などが受けられます。

なぜ、特定健診にかわったの？

国民医療費は約32兆円（16年度厚生労働省調べ）で、一人当たりに換算すると約25万円となります。そ

の多くが、生活習慣病に起因する病気によるものです。生活習慣病はその名のとおり、生活習慣に起因する

病気ですので、予防することが大切です。

健康を維持し、一人一人が負担する保険料を下げる必要性から、すべての医療保険者が特定健診に取り組

むことになりました。

健診を受けないとどうなるの？

特定健診を受けなかったからといって、特に罰則があるわけではありませんが、医療保険者ごとに、健診

受診率やメタボの該当者・予備群の減少率などの目標達成率があり、健診を受ける人が少なければ国の給付

金などが削減され、結果的に保険料が高くなる可能性があります。

がん検診などはどうなるの？

これまでどおり、実施します。

■対 象 者 20歳以上の市民（一部年齢制限あり）

※　乳がん：40歳以上の女性

※　前立腺がん：50歳以上の男性

■実施場所 公民館や保健センターなど

■実施内容 がん検診（肺、胃、子宮、乳、大腸、前立腺）、骨密度検査、歯周疾患健診、

肝炎ウイルス検査など

これからも国保人間ドックはあるの？

これまでどおり、実施します。

■対 象 者 20歳以上74歳以下の国民健康保険加入者で、国民健康保険税を完納している人

（19年度は70歳未満を対象としていましたが、対象年齢を拡大しました。）

健診目的

実施方法

健診内容

これまでの基本健診

20歳以上の市民

病気の早期発見、早期治療

公民館や保健センターなどでの集団健診

尿検査、身体計測、血圧測定、血液検査、
心電図検査、眼底検査、内科診察、介護
予防健診（65歳以上）など

特定健診
(年齢は、21年４月１日現在の年齢です）

対象者

40〜74歳の国民健康保険加入者

※40〜74歳の国保以外の保険加入者は、
各医療保険者にお問い合わせください。

早期からの生活習慣の見直しと改善

左の内容から眼底検査がなくなり、腹囲
測定が追加されます。

❶公民館や保健センターなどでの集団

健診

❷市内医療機関での個別健診（新規）

❸国保人間ドックへの特定健診項目追加

❶〜❸のうち、一つを選択

■申込み・問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

※ 健診日程や場所、個人負担額などの詳しい内容と申込方法は、広報４月号でお知らせします。

家族みんながいつまでも元気でいられますように！

16年度から18年度までの３カ年の調査による

と、市民健診の受診者の多くは60〜70歳代であ

り、若い世代の受診率が低くなっています。

40歳からの健康づくりに役立てるためにも、

ぜひ、特定健診を受診してください。

具体的にどこがかわるの？

39歳以下と75歳以上の人は受けられないの？

すべての人が、これまでどおり健診を受けることができます。（事前に申込みが必要です）

過去２年以内の受診者には、市から個別に通知します。

年代別受診者状況

100歳代

90歳代

80歳代

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

０ 50 100 150 200 250 350300 400人

データ

平成18年度

平成16年度

平成17年度
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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。

行政連絡員の皆さまには、市民と市のパイプ役として、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、次の皆さまです。１年間、よろしく

お願いします。

行政区名 氏　　　名

舟津温泉 北川　賀文

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 藤田　久男

二　　面 番場　博美

牛　　山 扇田　賢了

松　　影 寺木　隆二

国　　影 畑中　厚美

新　　成 阪本　定男

井 江 葭 小西出高男

横　　垣 廣崎　幸雄

宮　　王 見神　眞一

重　　義 小林　益治

番　　田 小林　　紳

田 中 々 松井　義三

堀江十楽 川崎　利顕

布　　目 近藤　正夫

轟　　木 伊藤　伊宏

新　　田 藤崎由美子

東 善 寺 江川　義隆

谷　　畠 伊藤　英崇

上　　番 笹原　徳明

根 上 り 笹原　幸信

仏 徳 寺 石黒　高志

翠　　明 田嶋　順一

光　　明 中沢　俊昭

御　　鷹 炭谷　一男

中　　番 徳丸　和夫

下　　番 五十川了英

玉　　木 高嶋　一郎

河　　間 吉江　勝郎

行政区名 氏　　　名

河 水 苑 松井　邦男

宮前公文 西正五太夫

北 本 堂 篠崎　勇次

角　　屋 坪田　浩一

中　　浜 林 清一郎

北 潟 東 山田　智保

北 潟 西 佐孝　昌彦

赤　　尾 奥田　博一

富　　津 吉村　壯悟

浜　　坂 藤井　徳郎

波　　松 山岸　　弘

城 上田　一郎

城 新 田 山岸　敏幸

番 堂 野 山元　章夫

十　　三 大蔵　正二

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 江口　伸一

天　　王 大谷　　傳

水　　口 馬面　紀秀

十　　日 木村　定一

脇　　出 長谷川正一

上 八 日 籠嶋　武志

八　　日 久嶋　篤夫

下 八 日 磯部　房男

坂 ノ 下 笠原　　脩

稲 荷 山 辻橋　　肇

千　　束 小西　恒徳

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 平野　義輝

向 ヶ 丘 惠美　典昭

若 葉 台 島　　安雄

桜 ヶ 丘 中尾　俊明

伊　　井 圓道　壽男

古屋石塚 江波　正憲

桑　　原 北島　　豊

清　　間 田川　尚一

矢　　地 辻　　敏明

菅　　野 岡倉　好一

南 稲 越 中場　和男

河原井手 高橋　美鈴

池　　口 東田　正一

中　　川 伊藤　昭榮

東 田 中 土屋　芳樹

瓜　　生 加藤　秀信

南 疋 田 西野　雄一

北 疋 田 大倉　　幸

次 郎 丸 堀江　節子

御 簾 尾 海老田州夫

北　　野 杉本　敬一

北 児島　文男

前　　谷 吉野　則夫

笹　　岡 山下　義夫

熊　　坂 山形　徳義

下 金 屋 宮本　義久

畝市野々 安藤　清秀

牛 ノ 谷 堂前　哲夫

上　　野 石黒　重正

名 泉 郷 竹内　典男

行政区名 氏　　　名

東　　山 岡崎　忠三

後　　山 吉川　　稔

清　　滝 長谷部直樹

鎌　　谷 吉村　豊次

椚 後藤　正雄

権　　世 金子　和枝

権世市野々 表　　　登

滝 幸川　與一

青 ノ 木 細川　治夫

宮　　谷 神尾　豊志

山　　室 平田　哲吾

高　　塚 伊藤　邦雄

清　　王 竹内　　巌

山西方寺 永岡　　稔

柿　　原 藤田　幸久

山 十 楽 大代　紀夫

坂　　口 見澤　泰夫

蓮 ヶ 浦 毛利　ふさ

細 呂 木 渡邊　和彦

橋　　屋 岩井　隆則

樋　　山 山田　國雄

指　　中 藤川　竜七

沢 小坂　勇吉

嫁　　威 牧田　豊二

細呂木駅前 谷口　正雪

日 の 出 中山　邦男

岩　　崎 吉川　久則

寺　　町 四方　政美

中 鍛 治 桑原　義幸

下　　浜 相茶　忠信

新 用（吉崎）飴田　雅一

春 日（吉崎）湯谷　茂治

（行政区順、敬称略）
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就任のごあいさつ

東川 継央 議長

向山 信博 副議長

１月29日に開催された第27回あわら市議会臨時会において、議長辞任に

伴う議長・副議長選挙が行われ、議長に東川継央氏、副議長に向山信博氏が

就任しました。

このたび、議員各位のご推挙により、あわら市議
会議長という要職を承りました。身に余る光栄であ
り、その職責の重大さを痛感いたしております。
不偏不党、公正無私を胸に、市民の皆さまのご理

解、ご協力をいただきながら、さらなる市政の発展
と円滑な議会運営に誠心誠意努めてまいります。
国・地方を問わず厳しい財政状況下にあって、本

市も合併５年目という節目の年を迎えました。多く
の課題が山積しているところではありますが、本格
的なまちづくりを具現化していくためにも大切な時
期となっています。
このような中、むやみに理事者と議会が対峙する

ことは、好ましいことではありません。よく車の両
輪に例えられますように、大いに議論を尽くした後
は、相方の意見を充分に尊重し合い、心を一にして
市政の推進に取り組まなければと決意を新たにいた
しております。
なにとぞ、皆さま方の一層のご指導とご鞭撻を賜

りますよう心からお願い申し上げ、就任のごあいさ
つといたします。

あわら市議会議長　　東　川　継　央

タスポってなに？

たばこ自動販売機を利用する際の、成人識別のため

のICカードです。

いつから必要になるの？

６月から必要になります。

タスポはどこで発行しているの？

申込書は、最寄りのたばこ販売店でなどで入手でき

ます。カードの発行手数料や年会費は無料です。

�����ホームページ　����://���.�����/�/

成人識別ICカード �����

■問合せ（社）日本たばこ協会�����運営センター

タスポダイヤル 0120-222-180（通話料無料）

携帯電話などから ☎0570-012-340（通話料有料）

受付時間 9:00〜17:00（土・日曜日、祝日除く）

※　紛失や盗難の問い合わせは24時間対応

たばこ自動販売機は

「成人識別たばこ自動販売機」に

変わります。

未成年者の喫煙防止への取り組みは、社会全体の要請です。

そこで、未成年者の喫煙防止対策の一環として、2008年から

「成人識別たばこ自動販売機」が導入されることになりました。

この自動販売機を利用するには、成人のみに発行されるＩＣ

カード「�����（タスポ）」が必要になります。自動販売機に

「�����」をタッチさせ、成人であることが確認されなければ、

たばこを購入することができなくなります。

未成年者には買わせない！
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出初め式
◆１月12日　トリムパークかなづ　

嶺北消防の出初め式が、トリムパークで行われました。降りしき

る雨の中、三国鳶隊の勇壮な演技が披露されると、会場のあちらこ

ちらから歓声と拍手が起きていました。

成人式
◆１月13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。立食パーティー

の新成人のつどいでは、恩師や友人との会話もはずみ、楽しい

ひとときを過ごしていました。今年は舞妓のひさ乃さんが舞を

披露し、つどいに華を添えました。

火災防ぎょ訓練

◆１月26ă27日　藤野厳九郎記念館ă日源寺

文化財防火運動の一環として、藤野厳九郎記念館と瓜生の日

源寺で、消防関係者や区民による消防訓練が行われました。雪

が降る中、隊員らはきびきびとした動きで、迅速にホースを連

結し、放水していました。

芦原芸妓にふれる旅
◆１月26日　芦原温泉芸妓協同組合 検番

参加者は、芸妓の踊りなどを鑑賞した後、手ほどきを受けて

太鼓演奏やお座敷遊びを体験しました。会場は大いに盛り上が

り、笑い声に包まれていました。

この企画は、３月29日まで検番で開催されています。

防災マップ消防庁長官賞受賞
◆２月１日　市役所

細呂木小学校の５年生11人が作製した防災マップが、消防庁

長官賞を受賞しました。報告に訪れた児童たちは、学校の周辺

を調査して分かった危険個所などを、マップを広げて市長に説

明しました。

節分豆まき会 ◆２月１日　芦原南幼児園　

芦原南幼児園で豆まき会が行われました。最初は大きな声で

歌を歌ったり、笑いながら劇を鑑賞していた園児たちでしたが、

赤鬼と青鬼が部屋に入って来ると、豆を投げるどころか、怖く

て泣き出す子や逃げ回る子がいました。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

平成17年7月に行った市民意識調査では、男性の約50％の人がなんらかの家事

を担っているという結果が示されており、家庭の中では、少しずつ男女共同参画

が進んでいるようです。

一方、地域においては、区の役員の98.5％が男性で構成されているという結果

が出ています。役員を決める際に、１戸１票という選出方法をとる区が多いため、

女性の役員が選出されにくくなっているようです。

しかし、女性の活躍に関しては、約7割の区が「望ましい」と回答しています。

女性が区の役員になることで、区の行事に女性の参加が増えたという意見もあり

ます。女性が役員として参画することが、区の活性化につながるのではないでし

ょうか。

また、市内の一部には、共同作業などの際に、出不足料の徴収や人足賃に差

のある区があります。これは昔からの慣習でしょうが「男女がお互いにできる

ことをする」といった役割分担により作業を進めるといった方向に変えてみて

はどうでしょうか。今後は、男性も女性も対等な立場で行動できるあわら市を

目指しましょう。

■問合せ 男女共同参画推進室　☎73-8007

あなたの周りでは？〜その４〜

市長コラム

第8話「予算編成」

私にとっては、初めての当初予算の編成で

す。主に、財政課長査定で判断しかねるもの

や重要な要求が市長査定に回されます。

予算に自分のカラーを出したいと考えてい

ましたが、慣れないこともあり、不十分な結

果になりました。というのは、市長査定の段

階までくると、担当課が要求する施策を大き

く変更する時間的余裕がないのです。もっと

早めに自分の思いを伝え、施策の立案段階で

形にしておくべきでした。

もちろん、議会の同意を得なければなりま

せんが、新年度には、自分の思いを入れた組

織機構の見直しを考えています。そして、そ

の体制のもとでダイナミックな施策展開を始

めたいと思います。

それにしても、要求額を削るとき、関係者

の方々の顔を思い出してしまうのには辛いも

のがありました。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!
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募　　集

創　　 作 の 森 通 信 ���.143

(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

20年度 友の会・メセナ会員募集中！

金津創作の森ガラス工房に集う仲間の作品約200点を展

示。講座生ならではの斬新なアイデアが楽しいガラスから

国内外で活躍するガラス作家の確かなテクニックまで、存

分に味わえる「再発見!!ガラスの魅力」。皆さまのご来場を

お待ちしています。

と　き 3月９日㈰〜16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 入場無料

粘土をローラーで伸ばしたり、タタラ板という道具を使

って板状に切り出した後、好きな形に切ってお皿にしたり、

板を組み合わせて立体的な造形もできる「板作り」または

「タタラ作り」とも呼ばれている技法をもとに、教室生が

作り出した個性あふれる作品の数々を、お楽しみください。

と　き 3月20日(木:春分の日) 〜30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 （入場無料）

と　き 3月8日(土)〜16日(日)

10:00〜17:00（最終入場16:30）

ところ ギャラリー　（入場無料）

主　催 「葉室」

葉室ろうけつ染画工房を主宰する入居作家の加藤すみ

子さんが中心となり、ともに活動している皆さんの作品

展です。土・日曜日には、随時、絵はがき作りも体験で

きます。

ガラス工房　第８回講座生　GLASS WORKS 2008

「再発見!!ガラスの魅力」 「板いろいろ」

第９回 陶芸教室作品展

「葉室」ろうけつ染クラブ作品展

▲ 2007年キルン講座生作品

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、

作る喜びをもっともっと膨らませていただきたいと考え、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とメセナ会の会員を

募集しています。

友 の 会（個人対象）

年会費　入会金 1,000円（初回のみ）

個人会員 2,000円、ファミリー会員 3,000円　

メセナ会（法人対象）

年会費　入会金 10,000円（初回のみ）

ゴールド会員 30,000円　シルバー会員 20,000円　　　　

ブロンズ会員 10,000円

特典 展覧会の招待券や情報誌の送付、陶芸教室や陶芸体験の割引

(10％)、アートツアー参加割引など、イベントなどの最新情

報を随時お知らせします。

※　特典は、会社の福利厚生などにお役立てください。

同時開催

・メキシコのアクセサリー作り体験

随時受付　参加費　500円

・教室生作品チャリティ陶器市

「炎々市 〜ほのぼのいち〜」

３月20日(木:春分の日)、23日(日)、30日(日)

13:00〜17:00（30日は16:30まで）

▲NHK テレビ連続人形劇

「プリンプリン物語」より

友永詔三 展

テレビの人形美術(仮)

▲ 教室生 重谷みゆき 作

今年のお勧め企画展
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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

◆おたのしみ会
と　き ２月27日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆育児教室
「子どもの健康と発達について」
と　き ３月12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・病気のケアーなど相談

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19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７日(金)までに、子

育て支援センター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）

＜基本的生活習慣を身に付けさせましょう＞

毎日を健康的に過ごそうと思ったら、規則正しい生活を心がけることが大切です。朝起きて

夜寝る、着替える、食事をする、あいさつをかわすなど、大人がいつも行っている習慣を当た

り前のことと子どもに教えるには、毎日、繰り返して行うことが大切です。そうすることで生

活リズムができ、習慣として身に付いていくのです。

基本的な生活習慣は、小さいころから教えていかなければいけません。それには、親が良い

お手本を示すことです。子どもは親のすることをまねしたがりますから、一緒なら喜んでする

ようになります。子どもの発達段階に合わせて、ゆっくりとしつけていきましょう。

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！ みにるーむを訪れてみました。かわい

い笑顔がいっぱい！子どもたちは、音楽

に合わせて体操をしたり、絵本の読み聞

かせを聞いたり、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。



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３日(月)〜31日(月)

■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。

12

第27回　年賀はがき
デザインコンクール

金　賞

銀　賞

田中 奈津美
（金津東小６年）

田畑　祐子
(中　浜)

大塚　詩織
（芦原小２年）

木戸　瑞希
（金津東小４年）

１月18日、湯のまち公民館で審査会を

行い、応募総数420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）

出じま　けいすけ
（金津小３年）

小林ひしょう (北潟小１年)

佐孝　　心 (北潟小２年)

下家　祐希 (北潟小３年)

下家　幸希 (北潟小６年)

見澤　　怜 (北潟小４年)

煙草屋未晴 （芦原小５年）

北浜　瞳子 （芦原小５年）

細川きよと （細呂木小２年）

高屋　夏乃 （金津小１年）

伊林かおり （金津小３年）

長澤　夏輝 （芦原南幼児園）

川崎　健蔵 （芦原南幼児園）

奥村　真祐 （金津東小６年）

丸山　法数 （金津東小６年）

やながわしほ （本荘幼児園）
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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＞

●ユングフラウ （芦原すなお）

●５年３組リョウタ組 （石田　衣良）

●桃山ビート・トライブ （天野　純希）

●メフェナーボウンのつどう道

（古処　誠二）

●魔女の盟約 （大沢　在昌）

●選挙トトカルチョ （佐野　　洋）

●先生と僕 （坂木　　司）

●わが孫育て （佐藤　愛子）

●軒猿の月 （火坂　雅志）

●ブルーバレンタイン （新堂　冬樹）

●群狼の舞 （船戸　与一）

●記念試合 （室積　　光）

●紅雲町ものがたり （吉永　南央）

●財布のつぶやき （群　ようこ）

●たすけ鍼 （山本　一力）

＜一般書　その他＞

●そこに日本人がいた！ （熊田　忠雄）

●母の作法 （辰巳　　渚）

●旗本夫人が見た江戸のたそがれ

（深沢　秋男）

●心の貌 （柳田　邦男）

●篤姫 （原口　　泉）

●大変化 （伊藤　元重）

●日本人の平均値2008 （藤原　郁郎）

●いのちの王国 （乃南　アサ）

●ゴーヤをおいしく食べる（秋好　憲一）

●地産地消と地域再生 （二木　季男）

●旅のかけらの残し方 （つるやももこ）

●キレイに撮りたい！ （久門　　易）

●くらしを彩る美しい切り紙

（大原まゆみ）

＜児童書＞

●「ともなって変わる数」がわかる

（長嶋　　清）

●英語なんてカンタンだ！（斎藤　　孝）

●魔法！魔法！魔法！

（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ）

●窓ぎわのゴースト （ゆうきえみ）

●ネズミ父さん大ピンチ！

（ジェフリー・ガイ）

●ネーネ。 （海老名香葉子）

●だんまり

（ささめやゆき・絵　戸田　和代・文）

●かいけつゾロリやせるぜ！

ダイエット大さくせん （原　ゆたか）

●笑い話・落語の王様 （井上　典子）

●真夜中の秘密学校（エレン・ボッター）

●みかんのひみつ （岩間　史朗）

●ときそば （川端　　誠）

●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」〜

「親と子の　対話でうまれる　深いきずな」

金津中学校　廣部　眞璃乃さん

平成19年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

うららか展 （中央公民館 ☎73-2000）

３月８日(土)・９日(日)

◎公民館利用団体の作品展 9:00〜16:00

３月８日(土)

◎親子ふれあい体験教室 10:30〜・13:30〜

県産材木製プランターを作ろう （県坂井農林総合事務所協賛）

対　　象 小学生親子

募集人数 午前・午後の部とも10組ずつ

参 加 費 無料

３月９日(日)

◎お茶席 10:00〜15:00

◎体験教室 10:30〜・13:30〜

ビーズアクセサリー作り

対　　象 市内在住者

募集人数 午前・午後の部とも10組ずつ

参 加 費 300円

※ 親子ふれあい体験、ビーズアクセサリー作りに参加希望の

人は、３月３日(月)までに申込みが必要です。２月18日(月)か

ら受け付けを開始しますので、電話でお申し込みください。

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８日(土)

◎公民館利用団体の作品展　　 9:00〜17:00

◎おはなし会 10:30〜11:30

◎ポーセラーツ（体験会） 13:30〜15:30

白い陶器にシールを貼ってオリジナルの作品を作ります。

料　金 500円　定　員 20人

３月９日(日)

◎公民館利用団体の作品展 9:00〜15:00

◎ 〃　　ステージ発表 9:00〜12:00

◎お茶席（煎茶クラブ） 10:00〜

◎バルーンアート体験 10:00〜12:00

◎婦人会バザー　　　　　　　　　　　　　　 11:00〜

◎育ててみよう！きのこ（体験会） 13:30〜15:00

料　金 500円　定　員 30人

※ ポーセラーツ・きのこ体験は、事前に申込みが必要です。

２月25日(月)から受け付けを開始しますので、電話でお申し

込みください。
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お知らせ

新たに市営駐車場がオープンします

■場　　所 JR芦原温泉駅東口

■供用開始 4月1日

※　３月５日から試験稼動を開始します（時間制）

■料　　金 ○時間制（120台）

１時間まで　　　　　　　 無料

１時間を超え５時間まで　100円

５時間を超え24時間まで　500円（定額）

24 時間を超え １日ごとに1,000円を加算

○定額制（40台） 3,000円／月

■駐車台数 164台（うち４台は身体障害者用）

ぜひ、ご利用ください。

■問 合 せ 生活環境課　生活Ｇ　☎73-8017
芦原温泉駅周辺の駐車場

20歳の人・妊産婦さん
無料歯科健診実施中！

県と福井県歯科医師会では、口臭予防やむし歯、

歯周病の進行予防のための無料歯科健診を行ってい

ます。ぜひ、この機会をご活用ください！

■期　間 ３月31日まで

■場　所 県内の協力歯科医院（要予約）

■持ち物 20歳を証明するもの（保険証、免許証、

学生証など）

妊産婦であることを証明するもの（母子

手帳）

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

坂井健康福祉センター　　☎73-0600

自主防犯組織の結成を
促進しています！

近年、無施錠世帯への侵入盗被害や不審者による

子どもへの声かけ事案が増えています。これらの犯

罪を未然に防止するため、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組

織が「自主防犯組織」です。市では、自主防犯組織

の結成促進と活動支援を目的に補助制度を設けてい

ます。ぜひ、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費の30％を助成

（限度額　6,000円）

■問合せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

※ 県警察本部では「ふくいマイタウン・パトロー

ル隊」に認定される自主防犯パトロール団体に対

して、物的・技術的な支援を行っています。詳し

くは、あわら警察署 刑事生活安全課にお問い合

わせいただくか、県警察本部ホームページをご覧

ください。

■問合せ あわら警察署　☎73-0110

県警ホームページ

����://���.���	.	����.�/������/

見守り隊の様子

養育費相談のお知らせ

― 別れて暮らす親と子の絆のために ー

県母子寡婦福祉連合会から派遣される養育費相談

員が相談に応じます。

■日　時 ３月６日(木) 13:30〜15:30

■場　所 市役所 第２相談室（子育て支援室前）

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021

東口駐車場

駅前駐車場

Ｊ
Ｒ
芦
原
温
泉
駅
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お知らせ

母子保健推進員を募集します

〜あわらの子どもたちのために

ご協力をお願いします〜

■活動内容 市が実施する育児教室や幼児健診での

身体計測、手づくりおもちゃ作成など

■活動頻度 月１回程度

■資　　格 不要

■任　　期 ４月１日から２年間

※ 子どもが好きな人、少しなら時間があるわăăă

という人、ぜひ、ご協力ください。

■募集締切 ３月15日まで

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

小学校

■募集人員 調理師 １人

■免許資格 調理師免許

■年　　齢 60歳まで

■業務内容 学校給食の調理

■勤 務 日 給食実施日

■勤務時間 8:00〜17:00

■賃　　金 日額 6,500円

■雇用期間 ４月１日〜21年３月31日

■応募締切 ３月７日(金)

■申 込 み 履歴書を持参または郵送してください。

〒919-0692 あわら市市姫三丁目1―1

あわら市教育委員会教育総務課 総務Ｇ

■問 合 せ 教育総務課　総務Ｇ　☎73-8039

金津雲雀ヶ丘寮

■募集人員 介護職員 25人

■免許資格 有資格者は優遇します。

■業務内容 老人介護

■勤務時間 週40時間（夜勤あり）

休日は、年間約120日

■賃　　金 月額 143,100円

■募集時期 随時

■申 込 み 履歴書を金津雲雀ヶ丘寮へ持参してく

ださい。

あわら市春宮三丁目28-21

■問 合 せ 金津雲雀ヶ丘寮　☎73-0144

市役所

■募集人員 事務職員　１人

■免許資格 不要。パソコンで表計算やワープロを

操作できる人

■年　　齢 60歳まで

■業務内容 市役所窓口業務

■勤 務 日 月〜金曜日

■勤務時間 8:30〜17:30

■賃　　金 月額 140,100円

■雇用期間 ４月１日〜21年３月31日

■応募締切 ３月10日(月)

■申 込 み 履歴書を持参または郵送してください。

〒919-0692 あわら市市姫三丁目1―1

あわら市総務課 人事研修Ｇ

■問 合 せ 総務課　人事研修Ｇ　☎73-8005

臨時職員を募集します

ふくい女性活躍支援センター

キャリア・アカデミー公開講座

■と　き ３月13日（木）13:30〜15:00

■ところ 県生活学習館（ユー・アイふくい）

■講　師 ＮＰＯ法人Ｊ−Ｗ��理事長　内永ゆか子

さん（元日本ＩＢＭ取締役専務執行役員）

■テーマ ダイバシティーが未来を拓く（仮題）

■内　容 第一線で活躍する女性トップリーダーが

語るキャリアの軌跡から、女性が活躍す

るヒントをつかみます。

■定　員 100人（定員になり次第締め切ります）

■申込み・問合せ

電話、FAXまたはE-����で、事前にお申込

みください。

県生活学習館　男女共同参画推進課　

☎41-4200 FAX 41-4201

E-���� �������
@���	.	����.�
.�

「福井弁で、民話を聞こう！」

福井の民話を福井の言葉で聞いてみませんか？大

人も子どもも大歓迎です。お手玉遊びも紹介します。

■と　 き ３月22日（土） 14:00〜

■と こ ろ 中央公民館 多目的ホール

■かたり手 田谷 芳江さん（福井民俗の会会員）

■問 合 せ 金津図書館　☎73-1011

芦原図書館　☎78-7246
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お知らせ

救急・防火講習会を受講しよう

知っておこう　応急処置や消火器の取扱い　あなたの知識が大きく役立ちます。

消防署では、心肺蘇生法やけがなどの応急手当の知識や方法を身に付ける救急講習会、消火器や消火栓の

取扱いなどの防火講習会を開催しています。この機会に、職場や地域ぐるみで受講してみませんか。

★ 普通救命講習会

３時間の講習で心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱い、

止血法などの救命実技指導を行い、受講者には修了証を発行します。

★ 救急（応急手当）講習会

１時間30分程度の講習で、心肺蘇生法や骨折、けがなどの応急手当の

実技指導を行います。

★ 防火講習会

１時間30分程度の講習で消火器や消火栓、小型ポンプなどの取り扱いを

実施します。

● 各講習会を希望する個人、団体は、事前に希望の日時、人数などを申込み

用紙に記入のうえ、最寄りの消防署へ提出してください。電話での申し込みも可能です。

■問合せ 嶺北金津消防署　☎73-0119 嶺北芦原消防署　☎78-4119

〜平成19年度 防火標語〜

「火は見てる　あなたが離れる　その時を」

あわら楽友協会コンサート

楽衆玄達　春爛漫
■と　き ３月16日(日)

開場13:00 開演14:00

■ところ 観光会館

■入場料　前売券 一般 2,000円

当日券 一般 2,500円

（中学生以下 無料）セントピアあわら入浴割引券付

■チケット 中央公民館、湯のまち公民館、セントピアあわら、

あわら楽友協会事務局、各プレイガイド

■主　催　あわら楽友協会

■問合せ あわら楽友協会事務局　大井 ☎77-7287

文化学習課 文化振興Ｇ　☎73-8042
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お知らせ

えちぜん鉄道が本になりました！

えちぜん鉄道のアテンダントに焦点をあてたノン

フィクション単行本「ローカル線ガールズ」が、え

ちぜん鉄道有人駅と県内各書店で販売中です。ぜひ、

お読みください。

■販売場所 あわら湯のまち駅ほか12駅、県内各書店

■内　　容　乗客をもてなすアテンダントの日常を記

したノンフィクション本。えち鉄誕生の

経緯やアテンダントの体験などを車内の

風景や車窓から見える風景写真も掲載し、

全８章でまとめています。

■価　　格 1,000円（税込み）

身近な民事トラブル
解決は簡易裁判所で

日常生活を送っていると、さまざまな民事トラブ

ルに出会うこともあるかと思います。

例えば、貸したお金を返してくれない、交通事故

で壊れた車の修理代を払ってくれない、給料を払っ

てくれないなど、当事者間では解決できない場合は、

簡易裁判所の民事手続きを利用してみませんか。

簡易裁判所は、全国438カ所に設置されている身

近な裁判所です。簡易裁判所の民事手続きの中でも、

一般市民に特に利用されているのが訴訟手続と調停

手続です。

○訴訟手続　判決によって解決を図る手続きです。

○調停手続　話合いによって円満な解決を図る手続

きです。

最寄りの簡易裁判所では、手続きの概要や申し立

ての方法について説明を受けることができます。ま

た、自分で簡単に完成させることができる訴状や調

停申立書の定型用紙が備え付けられています。

簡易裁判所の民事手続きについての詳細は、ホー

ムページで確認できます。

����://���.������.
�.�/

■問合せ 福井地方裁判所　☎22-5000

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。

法的トラブルで困ったら
『法テラス』へ！

法テラス（正式名称：日本司法支援センター）は、

国の費用で設立された法人です。法テラスでは、❶

法的トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口の紹

介❷収入などが少ない人のための無料法律相談の実

施、弁護士・司法書士の費用の立替え❸犯罪被害者

支援などの業務を行っています。

気軽にお問い合わせください。

■問合せ

【法テラス福井】 ☎050-3383-5475

平日9:00〜17:00

〒910-0004 福井市宝永4-3-1

三井生命福井ビル２階

【コールセンター】

❶法的トラブルの問合せ　　☎0570-07834

❷犯罪被害者支援の問合せ　☎0570-079714

平日 9:00〜21:00、土曜日 9:00〜17:00

【法テラスホームページ】

����://���.���������.��.�
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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

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

吉崎

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

桑原・古屋石塚★

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

笹岡ă熊坂ă下金屋ă名

泉郷ă牛ノ谷ă畝市野々

★

金津

一般利用日

一般利用日

百　寿　苑

03 月 北潟・浜坂

04 火 一般利用日

05 月 山方ă里方ă温泉

06 木 一般利用日

07 金 新郷★

10 月 波松

11 火 一般利用日

12 水 本荘

13 木 一般利用日

14 金 北潟ă浜坂★

17 月 山方ă里方ă温泉

18 火 一般利用日

19 水 新郷

21 金 波松

24 月 本荘

25 火 一般利用日

26 水 北潟・浜坂

27 木 一般利用日

28 金 山方ă里方ă温泉

31 月 波松

★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

市営住宅入居者募集

■募集住宅

❶旭団地第１棟 （JR芦原温泉駅東側）

中層耐火構造４階建（３ＤＫ）…１戸（３階）

❷馬場第２団地第１棟 （嶺北金津消防署東側）

中層耐火構造４階建（３ＤＫ）…１戸（３階）

❸馬場団地 （大溝神社東側）

簡易耐火構造平屋建（２ＤＫ）…１戸

■家　　賃

❶旭団地第１棟　

⇒13,200円〜21,900円までの範囲で、世帯の所得に応じ

て定める額

❷馬場第２団地第１棟　

⇒10,100円〜16,700円までの範囲で、世帯の所得に応じ

て定める額

❸馬場団地

⇒ 5,900円〜 9,700円までの範囲で、世帯の所得に応じ

て定める額

■受付期間 ２月18日(月)〜29日(金) 8:30〜17:30

（土・日曜日を除く）

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

エコライフ住宅展（モデルプラン）
宅地分譲現地販売会

■と　き　❶３月１日(土)・２日(日)

❷３月22日(土)・23日(日)

■ところ　花乃杜三丁目 「花乃杜ハイツ」

■受　付　❶花乃杜ハイツ内 現地販売事務所

❷花乃杜ハイツ内 若葉台ふれあい会館

■時　間　10:00〜17:00

◆エコライフ住宅展とは

プレハブメーカーや県内木造建築業者７社が、健康・快適、

省エネ・創エネ、安心・安全をテーマに、住まいのモデルを

提案するもの。

◆特典のご案内

・４月30日(水)までに宅地を購入されると、土地代を特別優遇

します。

・３月22日(土)・23日(日)は完成見学会を開催。お楽しみ抽選

会やエコライフ住宅のポイントの講演などを行います。

■問合せ　県住宅供給公社　☎0776-21-0010（住宅課）

現地案内会場　　☎携帯090-1638-1101・1102
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《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

リサイクルバンクの流れ

１ ゆずりたい人・ゆずってほしい人（情

報提供者）は、市へ申し込む。（電話可）

２　品名を広報あわらに掲載する。

３ 広報で紹介された品物をゆずりたい

人・ゆずってほしい人（希望者）は、市

へ連絡する。

４ 市は、希望者に情報提供者の連絡先を

お知らせする。

５ 希望者は情報提供者へ連絡し、直接交

渉する。

６ 希望者は交渉結果を市へ連絡する。

■問合せ

生活環境課環境衛生Ｇ　☎73-8018

お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市　山代温泉

魯山人の冬景色

魯山人作品の傑作といわれる椿花

鉢などの作品展示のほか、好評の魯山

人の名言を紹介します。

と　　き ４月１日(火)まで

と こ ろ 魯山人寓居跡 いろは草庵

問 合 せ 魯山人寓居跡 いろは草庵

☎(0761) 77-7111

広報あわら最終ペー

ジの右下に

と表示されているマークにお

気づきの人も多いと思います

が、これは古紙100％の再生

紙使用という意味です。

しかし、残念なことに実際

は100％ではありませんでし

た。こんな身近なところにも

「偽」が存在していました。当

然に100％だと信じていただけ

に大きなショックでした。

いったい何を信じたらいい

のでしょうか !?（利）

H20.１.１〜１.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さんăお母さん 行政区

吉田　陸人
り く と

男 旬 かずみ 南疋田

下迫　祐仁
ゆ う と

男 美法 直美 古

堂島　悠愛
ゆ う な

女 正弘 ひとみ 中　浜

墨谷　毘劉
ひりゅう

男 大介 麻枝 中　央

下方　夢翔
ゆ う と

男 清隆 妃佐子 若葉台

杉本　光洵
こうしゅん

男 陽二 妃佐子 桜ヶ丘

初馬　星那
せ な

女 成紀 智美 北潟東

橋口　慶人
け い と

男 昌弘 絵梨香 河水苑

江川晄士郎
こうしろう

男 裕基 友理子 東善寺

美濃屋颯太
そ う た

男 昌弘 佐都美 東温泉

吉川ひかる 女 泰規 綾子 牛　山

廣部　太治
た い ち

男 義幸 瑠美子 日の出

奥野　 翔
しょう

男 忍 ともみ 二　面

江川　優心
ゆうしん

男 和也 麻由 古

生誕ービベ

三国競艇開催日

３ /１(土)〜３/ ２ (日)

３/11(火)〜３/16(日)

３/20(木)〜３/24(月)

「声の広報」のテープをご希望の人は、あわら市社会福祉協議会☎73-2253まで

ちびっこクッキング教室

■と　き ３月25日(火) 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

■問合せ 中央児童館　☎73-1571

グリーンジャンボ
宝くじ発売！

■発売期間 ２月18日(月)〜３月7日(金)

■価　　格 １枚　３００円

■抽せん日 ３月12日(水)

■当せん金額 １等　　　　１億５千万円

１等前後賞　２千５百万円

２等　　　　１千万円

※ 宝くじの収益金は、少子・高齢化対

策や芸術・文化振興、環境保全・創造

などに役立てられています。



３月 くらしのカレンダー
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土金木水火月日

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
パパママ教室 10:00〜12:00 保健センター

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

行政相談・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター

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

３歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター
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

内■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内松浦耳鼻咽喉科医院(春江) 51-1187

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内まつもと耳鼻咽喉科ĖĶĤčĖ (三国) 81-8733

■内石黒皮膚科クリニック(春江) 51-6700

■外 加納外科病院(あわら) 73-0259

休
日
当
番
医

■内 坂 井 医 院(あわら) 75-1514

■内 藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

■内 柴 田 医 院(あわら) 78-6263

■内 本多耳鼻科クリニック(丸岡) 68-1233

■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

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 ����://���.����.�����.	����.�/

■内 宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

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

市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで金津庁舎ă芦原庁舎

燃やせないごみ収集日

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

おはなし会
10:30〜11:30 湯のまち公民館
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

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 金津庁舎

所得税　

市県民税の申告は

３月17日(月)

までに！

ああ1 土　セントピア夕市
15:00〜　セントピア広場

おはなしホイホイ　14：00〜
14：30 金津図書館
2 日　市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00

3 月　心配ごと相談　13:00〜16:00
百寿苑
4 火　市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで

教育相談・親の会　19:30〜中央公民館

セントピア夕市
15:00〜　セントピア広場

「自動交付機」証明書発行開始

燃やせないごみ収集日

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

もぐもぐ教室
9:40〜　保健センター

ふれあい広場「おわかれ・おたのしみ会」
10:30〜11:45 子育て支援センター
無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘

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

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

工作教室
10:15〜　芦原図書館
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〜　セントピア広場

あわら市の人口

31,482人　　

平成20年２月１日現在　

男 14 ,863 人

女 16 ,619 人

世帯数 10 ,251世帯

1

２ ３ 4 ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

春分の日

心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑

■内坂井内科クリニック(あわら) 77-1070

■内キンダークリニックきかわ (春江) 58-0033

■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所
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