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本陣飾り物コンクール作品

市長賞　「風の街あわら」 六日区

市商工会長賞

「駕籠」新区

県観光連盟会長賞

「即位千五百年継体天皇像」新富区

市議会議長賞
「蓮如上人」 天王区

県商工連合会長賞

「出航」水口区

７月14日から16日ま

での３日間、金津祭りが

にぎやかに開催されまし

た。

18区に展示された「本

陣飾り物」を紙面でご紹

介します。

市商工会が主催したコ

ンクールでは、最優秀の

市長賞に六日区が３年連

続で選ばれました。

「ニュー金津中学校」 旭区

「猪っと湯めぐり 東いのしし」 東区 「猪神稲」 荷山区 「あわら 舞姫」 春日区 「越前金津 瓦の庄」 上八日区

「御神輿」 坂ノ下区 「苅安山の月の輪熊」 中央区「結城秀康公 道中駕籠」 下八日区 「越前 丸岡城」 十日区

「おがみ虫」 榛ノ木原区 「あわら 宝（湯）船」 古区 「いい湯だな 見掛け流しの露天風呂」

八日区

「洗濯雀」 脇出区
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風と生き物のシンポジウム
◆７月7日　観光会館

風力発電施設が水鳥に与える影響を考えるシンポジウムを開催し

ました。計画に賛成・反対の立場から、それぞれの調査結果が報告

された後、有識者４人によるパネルディスカッションを行いました。

会場に集まった200人の参加者の中からも多数の意見が述べられる

など、自然環境を考えるうえで有意義なものとなりました。

七夕送り火
◆７月７日　湯のまち駅前多目的広場

三国・芦原・金津青年会議所による「七夕送り火」が行われ

ました。会場中央に設けられた大きな七夕飾りには、来場者の

願い事が書き込まれた短冊が次々と付けられていました。また、

ろうそくやキーホルダーを作る体験コーナーも多くの子どもた

ちでにぎわっていました。

献上「越のルビー」 ◆７月10日　市役所

市特産のミディトマト「越のルビー」を常陸宮家に献上する

ための準備式を行いました。色鮮やかな直径約５センチ、２Ｌ

サイズの真っ赤な宝石は、一つ一つ丁寧に箱詰めされていきま

した。２Kg詰め10箱の越のルビーは、翌日、橋本市長が上京し、

宮家に献上しました。

女将さん、心肺蘇生に挑戦！
◆７月10日　芦原温泉旅館会館

あわら温泉「女将の会」を対象に、心肺蘇生法などの講習会

が行われました。嶺北芦原消防署員から説明を受けた女将たち

は、早速、人形を使った心臓マッサージや自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）を使った心肺蘇生に挑戦していました。

公民館マスコット「コウミンくん」
◆７月20日　本荘小学校

本荘公民館が公募したイメージキャラクターの表彰式を行い

ました。優秀作品４点の中から、伊内香奈さん（本荘小５年）

の作品「コウミンくん」が最優秀賞に選ばれました。コウミン

くんは、今後、同館が発行する広報やチラシなどに描かれるそ

うです。

お宝発見ツアー「地引き網」

◆７月21日　波松海岸

ゆうゆうと輝く市民の会は、地引き網を体験するお宝発見ツ

アーを開催しました。小雨が降るあいにくの天気でしたが、参

加者が引いた網の中には、マダイやアジ、イカなど100匹以上

が入る大漁で、参加した親子連れは大喜びでした。採れた魚は、

早速「浜汁」にされ、参加者達は、新鮮な魚介の味に舌鼓を打

っていました。
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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？

９月　４日(火) 北潟幼児園

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

１１日(火) 芦原南幼児園・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

１９日(水) 善久寺保育園

２１日(金) 芦原保育所

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、幼児園、保育所(園)

の方にお出かけください。

・危険のないように、必ず親子で遊んでください。

◆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

8月29日(水) 10:30〜11:45

子育て支援センター

9月５日(水) 10:30〜11:30

子育て支援センター

乳幼児の健康と発達について

子育てマイスター　掘田　文子さん

９月12日(水) 10:30〜11:30

子育て支援センター

いろんなお話を楽しみましょう

子育てマイスター　西山　式子さん

9月19日(水) 11:15〜11:45

子育て支援センター

北　恵美子さん

お茶、体拭きタオル、着替え

絵本は、どうやって読んであげたらいいの？どんな絵本を選んだらいいの？絵本の読み聞か

せを！と、堅苦しく考えていませんか。

絵本を通して、楽しい時間が過ごせるといいですね。最初は、お母さんが、おもしろい、読

んであげたいと思うものを選べばいいでしょう。絵本のページをめくるのが、楽しいという子

もいます。大好きなページを開いて、ひたすら同じものを指さし続けるという子もいます。い

っしょに絵を見ながら「これはいぬだね」「かわいいね」などと子どもに語りかけ、自由にお話

を広げていってあげましょう。お気に入りの絵本を、何回でも、子どもの気が済むまで読んで

ください。まだ字が読めないお子さんは、お母さんに読んでもらうことによって、本の楽しさ

を知っていきます。お母さん自身が楽しんで、読み聞かせをしてあげてくださいね。

子

育て
ワン
ポイ
ントアドバイス
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身近
なところから、暮ら

しや
すく

市長コラム

第２話「昭和25年金中卒業文集」

昭和22年に金津中学校に入学した生徒の

「卒業文集」を読む機会がありました。昭和９

年生まれの皆さんで、六三三制、男女共学の

最初だったようです。

この学年は校舎が建設中のため、入学時は

小学校で学ばざるを得ず、翌23年２月の校舎

完成を喜んだのも束の間、６月28日に発生し

た福井地震によって、真新しい学校が倒壊し

てしまったのでした。地震で親を亡くした生

徒の作文もあり、胸を打たれました。

私が驚いたのは、この学年が、再度建設さ

れた校舎で卒業式を迎えていたことです。

実は、震災の直前には伝染病がまん延し、

休校の憂き目にも遭っていたようです。あら

ゆるものが崩壊した中で、彼らには新しい学

校が与えられ、しかも、文集には修学旅行の

楽しい思い出までつづられていたのです。

当時の人々の「学校」に対する思いに触れ、

私は、全身に鳥肌が立つのを覚えました。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!

これまで、あわら男女共同参画プランの

解説を掲載してきましたが、実際、皆さんの

周りではいかがですか？

若い人たちは「家事や育児は協力してやっているよ。」、高齢者の人は「私たちの年代では

もう無理やわ。」といった声が聞かれます。

確かに、若い世代では、家事や育児を協力している家庭が増えてきています。しかし「さ

っきは私がしたから、今度はあなたの番よ。」と順番ですることを押しつける女性や「家事

はちょっと苦手で･･･。」といって何もしない男性もいるようです。

できることを時間のある人が行うとか、料理は苦手だけれど、掃除ならできるからすると

いったように、相手に対しての思いやりを持って行動しましょう。

また、高齢者の人でも、できる範囲で協力するなど、男女共同

参画の意味を理解し、取り組めることから始めましょう。

■問合せ 総務課　男女共同参画推進室　☎73-8007

あなたの周りでは？
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全国大会出場選手を激励！
７月19日「全国ホープス卓球大会」「全日本

卓球選手権大会」（ホープス・バンビの部）

「全国小学生学年別柔道大会」に出場する選手

の激励会を行いました。

■日　　時 ９月９日(日) 9:30〜12:00（受付9:00〜）

■会　　場 北潟湖

■集合場所 北潟公民館（受付・更衣）

■参加対象 越前・加賀みずといで湯の文化連邦内（あわら市・坂井市・加賀市）に在住の

小学校4年生以上の人。ただし、小・中学生は保護者同伴とします。

■参 加 料 １人500円

■指 導 者 市カヌー協会員

■服　　装 ぬれてもよい衣服、サンダル（水中でも脱げないもの）

■持 ち 物 着替え、タオル

■そ の 他 (1) 昼食を用意します。

(2) 雨天・強風のときは中止します。

■申込締切 8月31日(金)

■申 込 先 スポーツ課　スポーツ育成Ｇ　☎73-8043

氏名、年齢、住所、連絡先を電話でお知らせください。

越前・加賀みずといで湯の文化連邦

カヌー体験＆ツーリング in 北潟湖　参加者募集

児童図書購入費として１５万円

７月17日、福井銀行職員組合（執行委員長 谷川和穂 組合員1,050名）

から市に、児童図書購入費用として15万円が寄贈されました。

同組合では、将来の日本を担う子どもたちのための学校図書費に役立て

てもらおうと、２年前から、各市町の教育委員会などに寄贈を続けている

そうです。

「イルカのラボちゃん」50冊　

７月６日、越前松島水族館（鈴木隆史館長）から市に、絵本「イルカの

ラボちゃん」（作：鈴木隆史　絵：山崎洋子）50冊が寄贈されました。

この絵本は、ロシアタンカー重油流出事故から10年を節目に、同水族館

が作製したもので、この日は、鈴木館長と作画を担当した山崎洋子さんが

市長室を訪れました。

寄贈された絵本は、市内の幼児園や保育所、小・中学校、図書館などに

配布しました。

ロシアタンカー重油流出事故から
奇跡的に救出されたイルカの物語
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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＞

●大明国へ、参りまする (岩井三四二）

●影絵の騎士 （大沢　在昌）

●ありがとう、さようなら（瀬尾まいこ）

●ノルゲ (佐伯　一麦）

●ロスト・チャイルド （桂　　美人）

●雑学のすすめ （清水　嘉範）

●青年のための読書クラブ（桜庭　一樹）

●夜明けの街で （東野　圭吾）

●ラストプレゼント （秦　建日子）

●プリズム （野中　　柊）

●小美代姐さん愛縁奇縁 （群　ようこ）

●袖のボタン （丸谷　才一）

●歩調取れ、前へ （深田　祐介）

●ハル、ハル、ハル （吉川日出男）

●名づけえぬものに触れて（柳　　美里）

＜一般書　その他＞

●奇蹟は自分で起こす （鈴木 秀子）

●明治時代の人生相談 （山田　邦紀）

●たった一人でがんばっている君へ

（中園　直樹）

●都市の通信簿 （岩中　祥史）

●おひとりさまの老後 （上野千鶴子）

●黄砂の科学 （甲斐　憲次）

●不都合な真実ＥCＯ入門編

（アル・ゴア）

●冷凍保存節約レシピ （岩崎　啓子）

●つめたくてあまいお菓子（黒川　愉子）

●身近にあるハーブがよーくわかる本

（岩規　秀明）

●富裕層の財布 （三浦　　展）

●ボケてたまるか！ （伊東　四朗）

●日本人よ！ （イビチャ・オシム）

＜児童書＞

●校庭のざっ草 （有沢　重雄）

●虫のこどもたち （新開　　孝）

●イチロー選手の「夢」をつかむ言葉

（児玉　光雄）

●旧　怪談 （京極　夏彦）

●どうぶつ句会オノマトペ（あべ　弘士）

●見えざるピラミッド上・下

（ラルフ・イーザウ）

●ミサコの被爆ピアノ （松谷みよ子）

●アバトサウルス （小田　　隆）

●へんしんとびばこ （あきやまただし）

●みーんなかめ！

（ふくだとしお・ふくだあきこ）

●おさるのまねっこ （いとうひろし）

●うめぼしくん （わたなべあや）

● 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。

第23回福井県ふるさとづくり広報紙コンクール作品募集

(社)あすの福井県を創る協会では、ふるさとづくり広報紙作品を募

集しています。

■対 象 紙

・19年１月１日から19年８月31日までに発行したもの

・「県民指標(憲章)」「ふるさと・地域づくり」「生涯学習」が掲載

されているもの

■種　　目

(1) 単位団体の部

集落、町内会または複数の集落などが発行する広報紙

（区、婦人会、青壮年団、子ども会、老人会など）

(2) 地区団体の部

地区（小学校区、地区公民館区またはこれらに準ずる区域）の

団体が発行する広報紙（小中学校ＰＴＡなど）

(3) 広域団体の部

市町を単位とする団体またはその連合体などが発行する広報紙

■提出期限 ９月３日(月)

作品10部（コピー可）と参加票を提出してください。

■提 出 先 文化学習課　生涯学習Ｇ　☎73-8041

※　実施要綱と参加票は、文化学習課にあります。

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「 げん気よく　あいさつすると　かっこいい 」

「 気にかける　心が誰でも　見守り隊 」

北潟小学校　清水康平さん　純子さん親子

平成18年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

福井ライフ・アカデミー大学開放講座

「ひとづくり・まちづくり講座」

あわら市民大学講座　
ゆうゆうセミナー　〜お誘い合わせのうえ、ご参加ください。〜

「宇宙から地球をみる〜人工衛星を用いた北潟湖の水質調査〜」

■日　時 9月22日(土) 13:30〜15:00

■場　所 福井工業大学あわらキャンパス

■講　師 福井工業大学宇宙通信工学科　青山 隆司教授

■その他 各自で会場へお越しください。移動手段がない人は、９月

14日(金)までに、文化学習課 生涯学習Ｇ(☎73-8041）へご

連絡ください。

平成20年　成人式実行委員募集

20年１月13日(日)実施

「新成人自らが企画・運営する成人式」を行うため、実行委員を募集します。

■募集人数 10人程度

■対 象 者 新成人（昭和62年4月2日〜63年4月1日生まれの人）

■内 容 定期的に実行委員会を開催し、成人式の企画をします。

成人式当日には、受付や進行などを行います。

■申 込 み ９月20日(木)までに、文化学習課 生涯学習G（☎73-8041）

へご連絡ください。



88

vol.137

展　覧　会

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 FAX 73-7805
E-mail sousaku@city.awara.fukui.jp
http://www.city.awara.fukui.jp/sousaku/

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

創　　 作 の 森 通 信

ハローキティとアートファッションの幸福なコラボレーション展

トーテムポールをつくる　〜野焼きを体験してみよう〜

限定グッズも好評発売中！

▲ 会場風景

▲ 作品例 エドツワキ

◯C '76.04 SANRIO/Ed Tsuwaki

▲ 作品例 八谷和彦+ペットワークス

◯C '76.04 SANRIO

1996-2007 So-net Entertainment Corporation

初回は、粘土でトーテムポールを制作します。

乾燥期間をおいて、２回目に野焼きを体験します。

ろうそくを入れて灯ろうに、また、植木鉢にも

使えるような、楽しいトーテムポールを作りまし

ょう。

■日　程 ９月30日(日) 制作

10月28日(日) 野焼き［雨天延期］

■時　間 13:00〜17:00

■場　所　創作工房

■定　員 30人（定員になり次第締切）

■対　象 小学校１年生〜（４年生以下は保護者同伴）

■参加費 1,500円

■持ち物 汚れてもいい服装とエプロン

■講　師　創作工房スタッフ

※ 参加希望者は、８月27日(月)以降

に、金津創作の森財団事務局へ電話

（☎73-7800）でお申し込みください。

KITTY EX.（キティ・エックス）は

９月30日(日)まで。

家族おそろいで、現代アートをお楽

しみください。

好評開催中！

イベント
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新しい農業委員が決まりました

新しく農業委員に選ばれた皆さんをご紹介しま

す。任期は３年間で、22年６月30日までとなって

います。

農地の売買や賃貸借、転用のほか、農業経営、農

業者年金に関する相談は、地区の農業委員に気軽に

お尋ねください。

行政区名 氏　　 名 担　当　地　区

二　　面 中西　喜美 舟津、二面、松影

牛　　山 澤田　明美 牛山、国影、井江葭、横垣

重　　義 内田　幸男 重義、番田

堀江十楽 土橋　宗雄 田中々、堀江十楽、布目

新　　田 北嶋 重郎 轟木、新田、東善寺、谷畠

仏 徳 寺 石黒　賢一 上番、根上り、仏徳寺

下 番 吉川仁右ｴ門 中番、下番、玉木

中 浜 高橋　正 河間、宮前公文、北本堂、角屋、中浜

北 潟 西 星田　和成 北潟西、赤尾

富 津 安永　俊信 北潟東、富津、浜坂

城 朝倉　　雪 波松、城

番 堂 野 ○ 高橋　昭雄 城新田、番堂野、十三

坂 ノ 下 宮川　辰巳 坂ノ下、千束

新 用 伊藤　忠雄 新、古、新用、馬場

古屋石塚 齊藤　則夫 古屋石塚、桑原

菅　　野 北島　善雄 清間、矢地、菅野

南 稲 越 大島　　勇 北稲越、伊井、南稲越、河原井手、池口

北 疋 田 山田　重喜 東田中，瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾

前　　谷 吉野　則夫 中川、北野、北、前谷、笹岡、上野

牛 ノ 谷 浅田　　實 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷

椚 志田　　眞 東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々

滝 小見山信雄 滝、青ノ木、指中、沢

山　　室 ◎ 水波　兼一 宮谷、山室、高塚

清　　王 坪田　良夫 清王、山十楽、嫁威

柿 　 原 藤田　幸久 山西方寺、柿原

樋 　 山 岡田　義光 坂口、蓮ヶ浦、細呂木、橋屋、樋山、吉崎

■問合せ 農林水産課　農政Ｇ　☎73-8024

◎会長　○会長職務代理者　　　　　　　　　　　　　　　　 （行政区順、敬称略）
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理科支援員を募集します

大学生、教員ＯＢ、地域の皆さん、

小学生に、理科の楽しさ、おもしろさ

を伝えてみませんか？

小学校５･６年生の理科授業で「観察」

「実験」などを支援する仕事です。

授業をする先生の補助として、児童の学習活動の

手助けをします。

■主な仕事

観察や実験などの準備と後片づけ

観察や実験などの実施の支援

■勤務条件

１回の勤務時間　３時間（週１回程度）

（例）準備（１時間）＋授業（１時間）

＋後片づけ（１時間）〈年間で２０回程度〉

■報　　酬

１時間当たり1,000円（通勤手当は別途支給）

■そ の 他

・具体的な勤務校や回数、勤務日、時間などは、

希望を聞いたうえで調整します。

・面接を経て、県の非常勤嘱託として任用され

ます。

・研修を行った後、小学校に派遣します。

・教員免許の有無は問いません。

■申込締切 ８月31日(金)

■申込み・問合せ

・県教育庁義務教育課

（〒910-8580 福井市大手3-17-1）

わくわく理科授業応援事業担当

☎20-0575 FAX20-0671

E−ｍail gimu@pref.fukui.lg.jp

・教育総務課

☎73-8039 FAX73-1350

E−ｍail kyouiku@city.awara.fukui.jp

高齢者の虐待防止と早期発見のために

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支

援等に関する法律」では、虐待に気づいた人は、市

区町村に通報する義務があると定めています。

虐待を早期に発見し、第三者が介入することで、

深刻化することを防ぐことができます。

通報者が誰であるかなどの個人情報や、通報した

ことによる解雇などの不利益な扱いを受けることは

ありません。ご近所の情報を気軽にお寄せください。

お年寄りの虐待や養護者の支援に関する

相談・通報の窓口は

★健康長寿課　☎73-8022 FAX73-5688

★あわら地域包括支援センター

☎73-8046 FAX73-5688

福井空港「スカイフェス２００7」

■と　き ９月23日(日) 9 :00〜17:00

■ところ 福井空港

■内　容 セスナ機体験搭乗、複葉機の展示、デモンス

トレーションフライト、航空機の展示など

■問合せ 福井空港「空の日」記念行事実行委員会

（ 福井空港事務所内 ）
☎51-4066
E−Ｍail kuukou@pref.fukui. lg.jp

現況届の提出はお済みですか？

８月は「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」

現況届の提出月です。

この届けは、手当を受けている人の所得状況や児

童の養育状況を確認するためのものです。

提出されないと、手当が受けられなくなります。

忘れずに提出してください。

■児童扶養手当　

父親がいない家庭などの生活安定と自立促進の

ために支給される手当

■特別児童扶養手当

20歳未満で心身に一定の障害がある児童を養育

する父母または養育者に対して支給される手当

■問合せ

児童扶養手当　

福祉課　子育て支援室　☎73-8021

特別児童扶養手当

福祉課　社会福祉Ｇ　☎73-8020
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お知らせ

市有地を売却します

市では、市有地の売却をします。購入希望の人は、次の要領でお申し込みください。

■申込期間 ８月20日(月)〜31日(金) 9:00〜17:30(土･日曜日を除く）

■申込方法 監理課にある申込書に記入のうえ、住所地の市町村が発行する身分証明書、納税証明書、住民

票謄本を添付して申し込んでください。

■申込保証金 申し込みと同時に、申込保証金として50万円を納入してください。

■処分方法 申し込み期間中、１物件に２人以上の申し込みがあった場合は、公開抽選により決定します。

■注意事項 申し込みは、１人１区画に限ります｡ 同一世帯から、２人以上の申し込みはできません｡

■問 合 せ 監理課　財産管理Ｇ　☎73-8009

物件１　大溝一丁目1809番
面　　積　390.65m2（118.17坪）

地　　目　宅地　

金　　額　15,235,000円（坪当り約 129,000円）

用途地域　準工業地域　

物件２　花乃杜一丁目2505番・2506番
面　　積　226.66m2（68.56坪）

地　　目　宅地

金　　額　7,751,000円（坪当り約113,000円）

用途地域　準工業地域

物件３　花乃杜四丁目1607番2
面　　積　368.17m2（111.37坪）

地　　目　宅地

金　　額　14,947,000円（坪当り約134,000円）

用途地域　第一種中高層住居専用地域

物件４　国影39字38番2
面　　積　446.36m2（135.02坪）

地　　目　宅地

金　　額　15,533,000円（坪当り約115,000円）

用途地域　用途指定なし

物件５　下金屋29字28番93
面　　積　294m2（88.93坪）

地　　目　宅地

金　　額　3,645,000円（坪当り約40,000円）

用途地域　用途指定なし

そ の 他　上水道未整備・公共下水道なし

物件６　下金屋31字11番111
面　　積　198m2（59.89坪）

地　　目　宅地

金　　額　2,138,000円（坪当り約35,000円）

用途地域　用途指定なし

そ の 他　上水道未整備・公共下水道なし

物件７　下金屋31字11番141
面　　積　200m2（60.49坪）

地　　目　宅地

金　　額　2,160,000円（坪当り約35,000円）

用途地域　用途指定なし

そ の 他　上水道未整備・公共下水道なし

物件８　舟津43字22番
面　　積　999m2（302.19坪）

地　　目　宅地

金　　額　43,756,000円（坪当り約144,000円）

用途地域　商業地域

平成19年度あわら市優良工事表彰

市が発注した工事の中から、特に成績が優秀で

あったものを優良工事表彰しています。

18年度中の工事では、株式会社杉田組が２年連

続受賞し、7月18日に表彰しました。
【対象となった工事】

細呂木駅前汚水管渠布設（18-14）工事　滝地係
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お知らせ

越前・加賀みずといで湯の文化連邦

「見て歩き」と「食べ歩き」バスツアーの参加者募集！

バススツアーに参加して、越前・加賀のいいところを再発見してみませんか。

■対 象 者 、 の両日とも市内在住の人　定員各30人

ただし、６歳未満の子どもは参加できません。また、申込み多数の場合は、抽選により決定し

ます。

■申込方法 電話（土・日曜日を除く）、FAXまたはE-mailでお申し込みください。その際、希望するツアー

の名称、住所、氏名、電話番号、生年月日をご連絡ください。

■申込み先 政策推進課　☎73−8000 FAX73−1350

E-mail seisaku@city.awara.fukui.jp

■申込締切 9月5日(水) 17:30

■そ の 他 天候により、内容や行程が変更になる場合があります。

見て歩きバスツアー 「継体大王ゆかりの地探訪ツアー」

■と　　き 9月19日(水) 雨天決行

■コ ー ス 9:10保健センター 〜 9:25市役所 〜 天皇堂【丸岡町】〜 久保田酒造（地酒の試飲）〜 丸岡城

一筆啓上茶屋 〜 高向神社【丸岡町】〜 石塚神社【春江町】〜 東尋坊【三国町】（昼食）

〜 大湊神社【三国町】〜 三国神社【三国町】〜 道の駅 みくに 〜 市役所 16:30ごろ

■参 加 料 1,500円（食事代、保険料など）

■服 装 境内を散策しますので、履きなれたズックと長ズボンで参加してください。

■持 ち 物 雨具

食べ歩きバスツアー 「収穫体験と芸術探訪ツアー」

■と　　き 10月6日(土) 雨天決行

■コ ー ス 9:10保健センター 〜 9:25市役所 〜 金津創作の森（クラフトマーケット）【あわら市】

〜 月うさぎの里（昼食、藪内佐斗司美術館）〜 丸山ぶどう園（ぶどう収穫体験）【加賀市】

〜 朝倉梨栗園（栗の収穫体験）【あわら市】〜 あわら温泉の旅館で入浴 〜 市役所 16:30ごろ

■参 加 料 2,500円（食事代、保険料など）

■持 ち 物 雨具、タオル

ＪＲ芦原温泉駅周辺　まちづくり講演＆ワークショップ

市では、芦原温泉駅周辺整備基本計画を策定し、道路や広場などの交通機能について方針を定めました。

美しい景観形成による魅力ある空間づくりを進めるため、花と緑のまちづくりについての講演会とワーク

ショップを開催します。ふるってご参加ください。

■と　き ８月30日(木) 19:30〜21:00

■ところ 中央公民館　多目的ホール

■講　演 私たちの手で　美しいまちづくり

■講　師 見谷　春美さん

■定　員 40人程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みんなで創る

■申込み 8月24日(金)までに電話またはE−ｍailで　　　　　 花と緑のまちづくり

お申し込みください。

■問合せ 建設課　新幹線推進室　☎73-8034

E−ｍai shinkansen@city.awara.fukui.jp
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「知ってますか？
警察相談 ♯9110」

９月11日は「警察相談の日」

警察は、犯罪などによる被害の未然防止に関

する相談や県民の安全と平穏に関する相談に応

じています。

※　緊急の事件・事故以外の相談は、

福井県警察本部警察安全相談室

♯9110または☎26-9110へご相談ください。

（♯9110は、プッシュ回線契約電話、プッシ

ュ式公衆電話、携帯電話、ＰＨＳから利用で

きます。）

市営住宅入居者募集

■募集住宅

馬場第２団地

中層耐火構造４階建（３ＤＫ） １戸（３01号）

稲越第２団地

簡易耐火平屋建（２Ｋ） １戸（第10号）

■家　　賃

馬場第２団地　10,100円から16,700円までの範

囲内で、世帯の所得に応じて定

める額

稲越第２団地　6,000円から9,900円までの範囲

内で、世帯の所得に応じて定め

る額

■入居資格　 現在同居し、または同居しようとす

る親族がいること

現在、住宅に困っていること

収入が一定基準以下であること

連帯保証人を２人確保できること

税金の滞納がないこと

■受付期間 8月16日(木)〜31日(金) 8:30〜17:30

（土・日曜日を除く）

■住宅内覧　8月27日(月) 17:00〜18:00

■そ の 他　応募者多数の場合は抽選となります。

・日時　9月14日(金) 13:00〜

・場所　市役所102会議室

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

地震だ! あなたの家は大丈夫？
木造住宅耐震診断を受けませんか

補助制度を利用し、住宅耐震診断が受けられます。

■補助内容　個人負担3,000円

■募集件数　20件（残り少なくなっています。お急

ぎください。）

■対象家屋 昭和56年５月31日以前に着工された

「在来工法」または「枠組壁工法」によ

る一戸建の木造住宅（併用住宅の場合

は、延床面積の1/2以上が住宅の用途で

あること）

■申込資格 市内に、対象となる一戸建て木造住

宅を所有している人で、市税を滞納し

いない人

■問 合 せ 　 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

お知らせ

太陽光発電設置の県補助金は、18年度で終了

しました。

社会保険相談（保険・年金）
時間変更・追加相談のお知らせ

広報７月号のくらしのカレンダーでお知らせした

8月22日の「社会保険相談」は、９:00から17:00ま

でに時間を延長して行われることになりました。

また、追加の相談が次のとおり開催されます。こ

の機会に、ぜひご利用ください。

■と　き　8月27日(月) 9:00〜17:00

■ところ　商工会芦原支所

■その他　年金手帳や年金証書など、本人確認でき

るものを持参してください。

■問合せ 市民課　☎73-8014

「高齢者交通安全寸劇アカデミー賞」
観賞のご案内

多発する高齢者の交通事故を減少させるため、第

３回寸劇アカデミー賞を開催します。

涙あり、笑いあり、感動ありの寸劇を、より多く

の皆さまにお楽しみいただきたいと思います。

今回は「高齢者の安全運転」をテーマに、各チー

ムが上演します。今年のアカデミー賞の栄冠は、一

体どのチームに輝くのか？たくさんの皆さまのご来

場を心からお待ちしております。

■と　き ９月17日(月) 13:00〜16:00

■ところ 湯のまち駅前多目的広場

（雨天時　観光会館予定）

■問合せ　金津安全運転管理者協議会

〒910-4113 あわら市横垣39-5-43

☎77-3660 FAX 77-3663
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市　姫　荘

クラブ活動日

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽★

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾･

上野･剱岳

伊井・南稲越・池口

河原井手・菅野・矢

地・清間★

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎

金津

クラブ活動日

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽

東田中･南疋田･北疋

田･次郎丸･瓜生･中川･

北野･北･前谷･御簾尾･

上野･剱岳

桑原・古屋石塚★

伊井・南稲越・池口

河原井手・菅野・矢

地・清間

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

百　寿　苑

03 月 一般利用日

04 火 一般利用日

05 水 山方･里方･温泉

06 木 新郷

07 金 波松★

10 月 本荘

11 火 一般利用日

12 水 北潟・浜坂

13 木 一般利用日

14 金 山方･里方･温泉

★

18 火 一般利用日

19 水 一般利用日

20 木 波松

21 金 本荘★

25 火 一般利用日

26 水 北潟・浜坂

27 木 一般利用日

28 金 新郷★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

後期弓道教室開講
■と　き 昼 の 部　毎週火曜日と木曜日 10:00〜12:00

９月４日(火)開講　全20回

夜 の 部　毎週水曜日と金曜日 19:00〜21:00

９月５日(水)開講　全20回

学生の部　毎週土曜日と冬休み期間中 10:00〜12:00

９月８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 市弓道協会員および坂井市弓道協会員

■受講料 2,000円（学生は1,000円）

■保険料 1,500円（加入は任意です。希望者は、

当日申し込んでください。）

■その他　８月26日(日) 10:00〜12:00

中学生以上対象に弓道体験開催します。

■主　催 坂井あわら弓道協会

■申込み トリムパークかなづ　☎73-7272

または吉田　☎090-1315-5250

★弓道を体験しよう！（無料）

■と　き ８月26日(日) 10:00〜12:00

■対　象　中学生以上

■申込み トリムパークかなづ　☎73-7272

または吉田　☎090-1315-5250

三国競艇パートタイマー従業員募集

■募集人数 若干名

■応募資格　20〜55歳（4月1日現在）学歴不問

市内または坂井市に居住し、自分で通勤可能な人

（学生および他の企業に在籍している人は除く）

■業務内容 入場券および発売業務

■勤務時間 9:00〜17:00（基本勤務時間）

13:00〜21:00（場外ナイター発売日）

■給　　与 時給 850円

■保　　険 労働災害保険・雇用保険

■交 通 費 規定による

■試　　験 筆記試験・面接

■申 込 先 三国競艇場業務課　８月31日(金)までに履歴書送付

■問 合 せ　〒913-8533 坂井市三国町池上80-1

三国競艇場業務課 ☎77-3132

お知らせ

金津雲雀ヶ丘寮　介護職員（臨時）の募集

■募集人員 若干名

■募集時期 随時

■応募資格 55歳まで　三交代勤務　資格の有無を問いません。

※ 勤務時間や条件、給与などの詳しい内容は、

電話でお問い合わせください。

■問 合 せ 金津雲雀ヶ丘寮　☎73-0144
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表紙の写真は「理

科おたのしみ広場」の

一コマ。生花を液体窒素の中

に数秒間入れると、手で粉々

に崩せるほど凍ってしまうと

いう実験です。児童らは興味

津々、真剣な目で観察してい

ました。

私もシャッターチャンスを

狙うはずが、目の前で繰り広

げられる実験に、ハリーポッ

ターの魔法を見ているような

気持ちになり、我を忘れて見

入っていました。（利）

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。

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

H19.７.１〜７.31 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さん･お母さん 行政区

小林　 愁
しゆう

男 素明 佑子 蓮ヶ浦

三谷　夢愛
ゆ め あ

女 和正 智世 井江葭

笹原 まな美
み

女 孝之 友美 天　王

出蔵　理遥
こ と は

女 貴司 友理子 稲荷山

西浦　颯真
そ う ま

男 裕二 愛子 北潟西

石田　逸貴
い つ き

男 幸弘 かおり 馬　場

吉江　直央
な お

男 友隆 佐知子 河　間

近藤　大貴
だ い き

男 健 静恵 布　目

土田　夏帆
か ほ

女 洋輔 実穂 榛ノ木原

角谷　神光
し こ う

男 光昭 明日香 古

長谷川凜音
り お

女 博幸 明代 笹　岡

伴藤　理翔
り と

男 修詞 真奈美 舟　津

圓道　遥菜
は る な

女 寿博 人美 伊　井

柴田　悠仁
ゆ う と

男 恵輔 貴美代 北潟西

塚田　悠矢
ゆ う や

男 一也 麻紀 向ヶ丘

堂橋　彪真
た く ま

男 等 絵美 伊　井

島田茉莉佳
ま り か

女 嘉紀 美千代 桜ヶ丘

安川　結衣
ゆ い

女 将史 公美子 熊　坂

小川　樹莉
じゅり

女 知孝 如子 馬　場

内　海玖人
み く と

男 毅 百百代 山　室

内　　心香
こ の か

女 毅 百百代 山　室

９ /１ (土)〜９ /３(月)

９ /６ (木)〜９ /９(日)

９/14(金)〜９/17(月)

９/20(木)〜９/24(月)

９/27(木)〜９/30(日)

「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

10月１日に雇用保険法
が変わります！

雇用保険の受給資格要件が変

わります

育児休業給付の給付率が50％

に上がります

教育訓練給付の要件・内容が

変わります

特例一時金の給付水準が変わ

ります

※ 雇用保険法の改正の概要は

次のホームページをご覧くだ

さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koy

ou/koyouhoken05/

■問合せ 三国ハローワーク

☎81-3262

「わくわく体験農場」
動物とのふれあいなど、いろい

ろな体験をしてみよう

■と　き 9月24日（月・振替休日）

10:00〜16:00

■ところ 福井県畜産試験場

（坂井市三国町平山）

■内　容 ・わくわく丘陵地体験

バスツアー

・動物とのふれあい体験

・手づくり加工体験

・地元農畜産物即売など

■その他 動物愛護フェスティバル同

時開催！

・楽しい犬のしつけ

・教えて獣医さん

・動物クイズなど

■問合せ

坂井北部丘陵地営農対策会議

☎78-6363

お知らせ

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市

こいこい祭り

山中温泉最大のイベント。掛け声も勇

ましい湯女みこしや若衆みこし、大獅子

の巡行など、初秋の山中はお祭り気分一

色に彩られます。期間中は山中漆器掘出

物市も開かれ、大勢の人でにぎわいます。

と　き ９月２2日(土)・23日(日)

ところ 山中温泉　

問合せ ＫＡＧＡ旅・まちネット

☎0761-72-6678
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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

行政相談・人権相談
13:30〜16:00 セントピアあわら
心配ごと相談
13:00〜16:00 百寿苑
結婚相談
13:30〜16:00 市姫荘

介護予防教室
9:30〜11:30 伊井公民館

行政相談・人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター

子宮がん・乳がん・骨密度検査
13:15〜14:15 保健センター

おはなし会
10:30〜11:30 子育て支援センター

介護予防教室
9:30〜11:30 保険センター

3歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

朝のあいさつ運動
7:00〜　湯のまち駅 芦原温泉駅

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
湯のまち夕市
16:00〜 湯のまち駅前多目的広場

■内 こ し の 医 院 (三国) 81-6655

■内 藤田神経内科病院 (丸岡) 67-1120

■外 友 田 医 院(春江) 51-0343

休
日
当
番
医

■内 荒 井 医 院(三国) 82-7703

■内森瀬クリニック(坂井) 72-3737

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

休
日
当
番
医

■内 国立あわら病院(あわら) 79-1211

■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

■内 藤 井 医 院(三国) 82-1113

■内春日レディスクリニック(春江) 51-6080

■外 木 村 病 院(あわら) 73-3323

休
日
当
番
医

第７回あわら北潟湖畔観月の夕
べ

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
第７回あわら北潟湖畔観月の夕べ
17:30〜21:00  北潟湖畔サイクリングパーク

心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘
市民健診　中央公民館

（基本・肺がん・骨密度）13:15〜14:45
（子宮がん・乳がん） 13:15〜14:15

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター
教育相談・親の会
19:30〜　中央公民館

乳幼児教室
10:30〜11:30 子育て支援センター
介護予防教室 9:30〜11:30 本荘公民館
市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 名泉会館
介護予防教室
13:30〜15:30 北潟公民館

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

●休日当番医の診察時間は、９:00から18 :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 (http://www.sakai-med.com）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 ch）

●ホ ー ム ペ ー ジ http://www.city.awara.fukui.jp/

秋分の日
介護予防教室
9:30〜11:30 伊井公民館

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
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所
市民健診（基本・肺がん・歯）
18:30〜20:00 保健センター

介護予防教室
9:30〜11:30 保険センター

あわら市坂井市
子育て支援センター合同交流会
10:00〜11:30 春江町ゆりの里公園

脳活クラブ
9:30〜11:30 保健センター

第２回福祉まつり
10:00〜15:00 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

湯のまち夕市
16:00〜 湯のまち駅前多目的広場

■内向坂内科医院(三国) 81-2255

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

あわら市の人口

31,504人　　

8 月１日現在　

男 1 4 , 8 5 6 人

女 1 6 , 6 4 8 人

世帯数 1 0 , 1 9 2 世帯

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･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター

もぐもぐ教室 9:40〜 保健センター

介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館

ふれあい広場「親子体操」
11:15〜11:45 子育て支援センター
無料法律相談
13:00〜16:00 市姫荘

７０歳教室
10:00〜11:30 保健センター

第4回市民大学講座
13:30〜 福井工大芦原キャンパス
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 西 野 医 院(三国) 82-1392

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外 国立あわら病院(あわら) 79-1211

休
日
当
番
医

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

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内豊田内科医院 (春江) 51-8181

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

資源ごみ収集日（空き缶･空きビ
ン）（ペットボトル・スプレー缶）

9月の納期限は

25日です。

下水道受益者負担金（第2期）

国民健康保険税 (第３期)

第２回　福祉まつり

■と　き 9月29日(土) 10:00〜15:00

■ところ 湯のまち公民館

■内　容 ・映画上映、ステージ発表

・展示、販売、模擬店など

■問合せ 第２回福祉まつり実行委員会

（市社会福祉協議会内）

☎73-2253 FAX73-4542

Ｅ-mail awara-shakyou@violin.ocn.ne.jp

ガラスレター教室
10:00〜12:00 金津社会福祉センター

おはなしホイホイ
14:00〜14:30 金津図書館

介護予防教室
13:30〜15:30 北潟公民館

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

秋分の日

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敬老の日 18 19 燃やせないごみ収集日 20 21 22

23 24 振替休日 25 26 27 28 29

30


