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学 校 名 区　分 建 築 年 構　造 ランク

芦原小学校 校 舎 １

校 舎 ２

昭和43年

昭和49年

鉄筋３階

鉄筋３階

Ｅ

Ｄ

北潟小学校 校　 舎

体 育 館

昭和46年

〃

鉄筋２階

鉄筋２階

Ｄ

Ｅ

本荘小学校 校 舎 １

校 舎 ２

体 育 館

昭和52年

〃

〃

鉄筋１階

鉄筋３階

鉄筋２階

Ｃ

Ｅ

Ｅ

金津小学校 校 舎 １

校 舎 ２

管 理 棟

校 舎 ３

校 舎 ４

校 舎 ５

校 舎 ６

体育館１

体育館２

昭和49年

〃

〃

〃

昭和50年

〃

昭和52年

昭和51年

昭和52年

鉄筋３階

鉄筋３階

鉄筋３階

鉄筋鉄骨２階

鉄筋鉄骨３階

鉄筋鉄骨３階

鉄筋２階

鉄筋鉄骨３階

鉄筋２階

Ｄ

Ａ

Ｅ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｅ

Ａ

伊井小学校 校　 舎

体 育 館

昭和53年

昭和54年

鉄筋３階

鉄筋２階

Ｃ

Ｃ

吉崎小学校 校舎・体育館 昭和53年 鉄筋３階 Ｅ

金津東小学校 校　 舎

体 育 館

昭和46年

〃

鉄筋３階

鉄筋２階

Ｅ

Ｅ

各小学校耐震診断の結果と今後の対策 ● 耐震診断

建物が、地震に対してどの程度耐える力を有しているかについて、構造力学上から診断するもので、昭

和56年以前の旧耐震基準により設計された建物を、震度６強以上の地震を想定し、現在の基準に基づき検

証するもの

● ランクの意味（福井県建築設計事務所協会が、目安としてランク付けしたもの）

Ａ 良好な耐震性を有する。

Ｂ ある程度の耐震性を有する。

Ｃ 耐震性は劣る。緊急度は低い。

Ｄ 耐震性はかなり劣る。緊急度が高い。

Ｅ 震度６強以上の大地震が起きた場合、倒壊などの被害が予想される。緊急度が高い。

● 建築基準法に基づく耐震性能

中地震時（震度５強程度） 建物に損傷が発生しないようにする。

大地震時（震度６強〜７） 建物に部分的な損傷は生じるものの、倒壊などの大きな損傷を防ぎ、人

命が失われないようにする。

〜　今　後　の　対　策　〜

市では、これらの小学校について、早期の耐震補強を実施することにしていますが、

阪神・淡路大震災などにおける教訓を踏まえ、災害発生時には市民の「避難場所」と

なる体育館の耐震補強工事を優先的に実施する方針を決め、６月定例議会に提案した

補正予算の中に「体育館の耐震補強計画および実施設計」を策定するための費用を計

上しました。

市議会では、これら補正予算とあわせて「補強工事の必要な校舎のすべてを2010

年度までに完了すべき」との決議が可決されたことから、市としては、これを重く受

け止め、早急に体育館の補強を終え、各校舎の耐震化にも着手することにしています。

現在、Ｅランクの体育館５棟に、Ｃランクの伊井小学校体育館を加えた６棟につい

て、20年度工事着工へ向けた補助金申請などの事前事務を進めております。引き続き、

各校舎の耐震化に向けた計画の策定を進めてまいりますが、その内容などについては、

それぞれの状況に応じて、随時、お知らせすることにしています。

■問合せ 教育総務課　☎73-8040

18年度に実施した市内小学校の耐震診断の

結果、昭和56年（建築基準法に定める耐震基

準が改正された年）以前に建てられた校舎と

体育館の多くで「耐震性が劣る」「耐震性が

かなり劣る」あるいは「震度６強以上の大地

震が起きた場合、倒壊などの被害が予想され

る」などの診断が示されました。

市では、情報を的確に市民の皆さまにお伝

えするため、小学校ごとの耐震診断結果の概

要を公表することにいたしました。

この診断結果により、不安を抱かれる保護

者もおられるでしょうが、この結果が、直ち

に校舎や体育館の倒壊に結びつくものではな

いということを、十分にご理解ください。
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広報６月号で７月22日(日)予定とお知らせした参議院議員通常選挙の日程は、第166回通常国会の会期が

12日間延長されたことにより、７月29日(日)となりました。また、これに伴い、投票できる人の要件や期日

前投票の期間が変更されていますので、お間違えのないようご注意ください。

選挙は、あなたの声を国政に生かす大切な機会です。必ず投票しましょう。

投票できる人は？

今回の選挙で投票できるのは、次の２つの要件を満たす人です。

■年　　齢 投票日において、満20歳以上の人（昭和62年７月30日以前に生まれた人）

■住　　所 選挙の基準日（７月11日）において、引き続き３カ月以上あわら市の住民基本台帳に記

載され、選挙人名簿に登録されている人

期日前投票

投票日当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭、出産予定などの事情で、投票所に行くことができない

人は、期日前投票をすることができます。

■期　　間 公示日の翌日から投票日の前日　７月13日(金)〜28日(土)

■時　　間 8:30〜20:00

■場　　所 市役所１階１０２会議室　期日前投票所

市保健センター　期日前投票所（旧芦原庁舎北隣）

※　どちらの期日前投票所でも投票することができます。

■持 参 物 投票所入場券

※ 投票所入場券をお持ちでない場合は、運転免許証など、本人であることを証明で

きるものをご提示いただきます。

■問 合 せ 市選挙管理委員会　☎73-8004

第21回 参議院議員通常選挙
投票日は７月29日です（公示日7月12日）

第１話 「協働の最前線」

市長に就任して２カ月余り。思うこと多々あ

り…。

６月には、私にとって、初めての定例市議会

がありました。不十分ではありましょうが、自

分が答えられることには、誠意をもって、丁寧に

答弁したつもりです。

質問書を提出していただけない議員も多くお

られたので、かなりの部分が「ガチンコ勝負」

でした。それは仕方がないとしても、質問項目

の多さから、お聞きしているうちに、初めの質

問内容を忘れてしまうのには閉口しました。宮

崎県議会に対し「一問一答方式」を求めた東国

原知事に納得です。

いずれにせよ、市民の皆さまの前で堂々と議

論を戦わすのは、私にとっては辛いですが、市

政発展には、とても良いことです。本来、議場

とは、議会と行政の「協働」の最前線なのでし

ょうから。

気まま？

よもやま!?

ありのまま!!
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７
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ハナショウブと美の競演
◆６月10日　北潟湖畔花菖蒲園

北潟湖畔花菖蒲まつりが、25日まで開催されました。観光写

真コンテストでは、２人の舞妓もモデルに。舞妓がポーズをと

るたびに、ベストショットを狙うカメラマンのシャッター音が

鳴り響いていました。

県立大でバイオ体験
◆６月12日　県立大生物資源開発研究センター

新郷小学校の５・６年生が「越のルビー」の組織培養に挑み

ました。児童らはメスとピンセットを巧みに使いながら、細か

い作業を丁寧にこなしていました。

風谷峠ファミリー登山
◆６月17日　刈安山中腹〜山中温泉

97人の参加者は、野鳥のさえずりと、自然にふれながら、刈

安山の水車小屋付近から風谷峠を越え、山中温泉までの道のり

を自分のペースで歩いていました。

ＪＡ食のまつり ｉn  あわら
◆６月23日　トリムパークかなづ

トリムパークかなづで「JA花咲食のまつり」が行われました。

特産品の販売や各種イベントが満載で、大盛況でした。

両日行われた「くじ付きスーパー餅まき」には、子どもから大

人まで大勢の人が集まり、会場は大興奮に包まれていました。

芸術って爆発 !?

◆６月27日　金津創作の森

細呂木小学校の５・６年生が、粘土と爆竹を使って造形を作

り出す「爆陶」を体験しました。球状やさいころ状に固めた粘

土に爆竹を差し、爆発させて作品を作る方法は、非日常的であ

り、とても刺激的なものでした。

柳糸会で芸のお披露目

◆６月30日　セントピアあわら

第26回柳糸会が行われました。新芦原小唄や芦原おどりなど

11番組が披露され、唄や三味線、鳴物などに合わせて、舞妓や

芸妓があでやかな舞を披露しました。200人を超える観客は、

芸の素晴らしさにみとれていました。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

第３回男女共同参画

「感謝状」作品募集！
テーマ「感謝・思いやり」

家族や友人、職場の仲間、地域の人達、学校の友達や先生などの

身近な人へ、日ごろ、口に出して言えない感謝の気持ちや思いを

「感謝状」の形で表してください。

応募資格 子どもから大人までのすべての市民（あわら市内に通勤・通学する人を含みます。）

応募方法 ○感謝の言葉は50字程度、未発表のものに限ります。

○持参、郵送、FAXの場合

・このページの下にある応募用紙を切り取って応募いただくか、市役所、各公民館、郵

便局などに備え付けの応募用紙、または、市ホームページからダウンロードした用紙

を用いてください。

・応募用紙は、市役所や各公民館、セントピアあわらにある応募箱に投函するか、男女

共同参画推進室へ郵送またはFAXでお送りください。

○E-mailの場合

・感謝状を送る人、渡す人、感謝の言葉、書いたときの気持ち（簡単に）、住所、氏名、

年齢、性別、連絡先（電話番号）を記載してください。

応募締切 ９月25日(火) 17:30

表　　彰 最優秀賞１人、優秀賞２人、奨励賞10人

※ 入賞者は、12月２日(日)に開催する「あわら男女共同参画のつどい」で発表し、表彰し

ます。入選作品は「つどい」の当日、会場に展示します。また、セントピアあわらや市

内公共施設などで展示するほか、広報あわらなどでも紹介します。

応 募 先 〒919-0692 あわら市役所　男女共同参画推進室

☎73-8007 FAX73-1350 E-mai l danjyo@city.awara.fukui.jp

そ の 他 ○作品に関する一切の権利は、あわら市に帰属するものとします。作品は返却いたしません。

○応募者の個人情報については、プライバシー保護に十分な注意を払います。

きりとり線

第３回男女共同参画に関する「感謝状」応募用紙

感　謝　状

（ 裏面へ ）

より

へ

※　50字程度で記入してください。
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第4次あわら市友好訪中団　団員募集
今年は、日本と中国の国交正常化から35周年を迎えることから、両国国民の相互理解を深めることを

目的に、さまざまな記念事業が行われています。

市では、友好都市の紹興市や北京魯迅博物館などを訪れ、さらなる友好交流を深めるため、一般公募

による第４次友好訪中団（団長：市長）を派遣します。

この機会に、ぜひご参加ください。

■主　　催 あわら市日本中国友好協会

■派遣期間 ９月23日(日)〜27日(木) ４泊５日

■訪 問 地 浙江省（紹興市・杭州市）、北京市

■応募資格 ・あわら市民で、海外旅行に支障のない健康な人

・引き続き、市日本中国友好協会の会員として 魯迅故里（紹興市）

活動できる人

■参 加 費 １人　150,000円程度

※ このうち、費用の約15％を市日本中国友好協会が

助成します。

■募集定員 30人程度 （定員になり次第締め切ります）

■受付期間 ７月26日(木)〜８月17日(金) 8:30〜17:30 (土･日曜日を除く）

■問 合 せ 秘書広報課　秘書Ｇ ☎73-8002 E-mail hisyo-g@city.awara.fukui.jp

※　この感謝状を書いた時のお気持ちを簡単に記入してください。選考には関係ありません。

【応　募　者】

住　所

氏　名
ふりがな

性　別　　男　・　女

年　齢 歳 (学年　　年) 連絡先 (電話番号)

中国の文豪「魯迅」とあわら市出身の「藤野厳九郎」

1904（明治37）年、仙台医学専門学校の解剖学教授であった藤野厳九郎は、一人の中国人留学生と

出会いました。藤野は、講義ノートの添削などを通じて、その留学生を懇切丁寧に指導しました。藤野

の人柄に感銘した留学生は、医学を捨て文学を志した後も、藤野厳九郎を終生の師と仰ぎ、小説「藤野

先生」を著しました。この留学生こそが、後に、中国近代文学の父と呼ばれる文豪・魯迅でした。

2006（平成18）年は、二人が仙台医学専門学校で別れた、いわゆる｢惜別｣から100年目にあたり、

市では、惜別百年記念事業として 演劇「遠い日」の上演や北京魯迅博物館との胸像交換、 記念誌「藤

野先生と魯迅−惜別百年−」の発刊などを行い、二人の師弟愛を将来にわたって伝えていくことを誓い

合いました。

きりとり線

万里の長城
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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 ７月25日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆絵本について

親子で絵本を楽しみましょう。

と　き ８月１日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 絵本の楽しみ方

講　師 子育てマイスター　冨田登貴子さん

◆栄養教室

乳幼児の食育について考えましょう。

と　き ８月８日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 乳幼児の食事、食育の大切さについて

講　師 子育てマイスター　持川　昭子さん

（栄養士）

◆言語教室

言葉のことで心配なことなどご相談ください。

と　き　8月22日(水) 10:30〜11:30

ところ　子育て支援センター

内　容　言語の発達について相談

講　師　石津希代子さん

（福井医療技術専門学校）

おむつを早くとりたい。トイレット・トレーニングをいつから始めたらいいのだろう？焦ることは

ないと思っていても、満２歳が近づくにつれ、気になるのがトイレット・トレーニングですね。個人

差もあるので、お子さんの状況を見極めて、ゆっくりスタートしましょう。時期がくれば、おしっこ

を膀胱に溜められるようになり、間隔も２時間ぐらい空くようになります。その時期は、尿意が感じ

られたり、膀胱の機能が十分整ったときです。まずは、タイミングをつかむのがコツです。なるべく

おしっこの出そうなときに、チャンスを狙ってトイレに誘いましょう。お昼寝の後や朝起きたときな

どは、絶好のチャンスです。失敗してもしからないでください。できたり、できなかったりを繰り返

しながら、いつかは一人でトイレに行けるようになります。

子

育て

ワ
ンポ
イン
トアドバイス

幼稚園・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？

８月　２日(木) 金津保育所

３日(金) 伊井保育所

７日(火) 北潟幼児園

９日(木) 細呂木保育所

１３日(月) 金津東保育所

２１日(火) 妙安寺保育園

２３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。

危険のないように、必ず親子で遊んでください。
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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　（８月13日は開館）

次の期間は、19:00まで開館時間を延長します。

８月13日(月)〜17日(金)（最終入場は18:30）

創　　 作 の 森 通 信

■と　き ７月27日(金)・28日(土)

８月24日(金)・25日(土)

13:30〜18:00（当日受付のみ）

■ところ セントピアあわら　中２階スペース

■参加費 ガラス　1,500円　陶芸絵付け　1,000円

※ 詳細は、ガラス工房・創作工房へお問い合わせください

うつわに絵付け＆ガラス風鈴作り

創作の森で行われている「陶芸・

ガラス１日体験」をセントピアあわ

らで開催します。

森のワークショップ

「いかだを作ろう！」参加者募集中

森の中にある素材を利用し、いかだを作ります。完成後は、

水辺の広場の池に浮かべて、探検気分を味わいましょう。

■講　師 graf・荒西浩人

■対　象 小学４〜６年生

■定　員 20人

■参加費 1,500円（材料代込む）

※　詳細は、事務局へお問い合わせください。

筑波大学准教授で、彫刻家の國安孝昌氏による

木やレンガなどを使用したダイナミックな立体作

品を室内外に展示。緑を楽しみながら、森の中の

作品を探してみてください。

■と　き ７月21日 (土)〜８月26日 (日)

10:00〜17:00（最終入場は16:30）

■ところ アートコア ミュージアム−2・野外

■観覧料 一般 500円（400円）、高校生以下無料

※ （ ）内は20人以上の団体料金

▼制作中の國安氏

環境芸術祭ｉn あわら　アートドキュメント2007

ー森の竜神ー　國安孝昌展

▲「森に棲む」（創作の森・いろは坂）

▲制作風景

2004年11月1日に、誕生30周年を迎えたハローキティ。

KITTY EX.(キティ・エックス)は、国内外で活躍するアーティストやデザイナーが、

ハローキティをモチーフにした作品を制作・発表する展覧会です。

これまでに、六本木ヒルズ森美術館や名古屋パルコ、横浜そごう美術館、倉敷市

立美術館など、全国で開催されています。

キティとの出会いを楽しむ展覧会！身近で楽しむチャンスです。ぜひ、ご覧くだ

さい。

■と　き 9月30日 (日)まで　10:00〜17:00（最終入場は16:30）

■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 700円（600円）、中高生300円（200円）、小学生以下無料

※ （ ）内は20人以上の団体料金

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

夏休み特別企画

８月26日(日) 開催

10:00〜16:00
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花いっぱい運動春花壇コンクール

コンクールには、昨年を上回る36区から応募があり、５月23日に本

審査を行い、入賞区が決定しました。

花いっぱい運動に参加いただいた区の皆さん、ありがとうございま

した。

最優秀賞　仏徳寺区

優秀賞（花壇の部） 沢　区

優秀賞（フラワーボックスの部）舟津温泉区

奨励賞（花壇の部） 二面温泉区

優秀賞 花壇の部　沢区

優秀賞 フラワーボックスの部

舟津温泉区

奨励賞 花壇の部

二面温泉区

全国ホープス卓球大会出場！

金津卓球スポーツ少年団（男子）

全国ホープス卓球大会県予選会　４連覇！

金津卓球スポーツ少年団は、８月８日から東京体育館

で開かれる「全国ホープス卓球大会」に出場します。

全日本卓球選手権県予選会（ホープス・バンビの部）

県予選で優秀な成績を修め、７月27日からグリーンア

リーナ神戸で開かれる「全日本卓球選手権大会」に出場

します。

団員を募集しています。

申込先　丸子　☎74-1026

http://homepage2.nifty.com/kanazu-takkyu/

橋本市長に全国大会出場を報告！
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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＞

●カオスの娘 （島田　雅彦）

●消失　１ （高杉　　良）

●銀しゃり （山本　一力）

●迷宮パノラマ館 （芦辺　　拓）

●いい子は家で （青木　淳悟）

●小説こちら葛飾区亀有公園前派出所

（秋本　　治）

●結党！老人党 （三枝　玄樹）

●遥か涙の向こう側 （山桜　優希）

●追分殺人事件 （内田　康夫）

●戦力外通告 （藤田　宜永）

●サハリン争奪戦　上･下 （大石　英司）

●狂宴の果て （江上　　剛）

●ワニのあくびだなめんなよ（椎名　　誠）

＜一般書　その他＞

●紀香魂 （藤原　紀香）

●地域分権時代の町内会・自治会（中田　実）

●祭りの歳時記 （新人物往来社）

●すっぴん和食レシピ （牧田　敬子）

●あおぞらの星 （水谷　　修）

●だから日本の新エネルギーは

うまくいかない！ （日刊工業新聞社）

●子どもの体が危ない （幕内　秀夫）

●下駄箱のラブレター （並河　　進）

●サーベイ福井 （ふくい観光サーベイ委員会）

●本当のあなたに出会える

カラーコーデイネート術 （真本　悦子）

●はじめてつくる消しゴムすたんぷ

（猫野ぺすか）

●日本人の足を速くする （為末　　大）

●中高年のための携帯電話活用術入門

（法林　岳之）

●１･２年草＆宿根草 （和田　　薫）

＜児童書＞　　　　　　　　　　　　　　

●ハイラム・ホリデーの大冒険　上・下

（ポール・ギャリコ）

●おたまさん （軽部　武宏）

●世界のだっことおんぶの絵本

（エメリー＆ドウルガー・バーナード）

●グリーンピースのあかちゃん

（カレン・ベイカー）

●からすのたまごにいちゃん（あきやまただし）

●１０ぴきのかえるのプールびらき

（間所ひさこ）

●こども世界地図・こども日本地図

（永岡書店編集部）

●くらべてわかる食品図鑑１

（家庭科教育研究者連盟）

●ぼくとパパ （セルジュ・ブロック）

●怪談レストラン46･47

（怪談レストラン編集委員会）

●スパイ少女ドーン・バックル

（アンナ・デイル）

●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。

北潟まつり

京都の祇園祭の流れをくむ北潟まつりは、嶺北地方ではとても珍しい

「神仏習合の祭」です。

旗行列に先導されて集落を巡行したみこしは、古刹祇園山安楽寺に

お泊まりし、その夜、境内では、県無形文化財指定の「どっしゃどっしゃ」

踊りの輪が広がり、遅くまで賑わいます。

■と　き ７月28日(土)・29日(日)

みこし巡行　11:00〜17:00

■ところ 北潟東・西区内、安楽寺境内

〜 毎月15日は「青少年育成の日」毎月第３日曜日は「家庭の日」〜

「 笑顔咲く　明るい家庭が　芽を伸ばす 」

北潟小学校　松本 莉衣菜さん

平成18年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

8月17日から19日までの３日間、北潟湖カヌーポロ競技場で「第18

回あわらカップカヌーポロ大会」が開催されます。この大会には、毎

年約80チーム・500人を超える選手が参加します。今回は、初の外国

人選手（シンガポール女子代表）を迎えるなど、日本一の規模を誇る

大会となっています。

競技力向上や普及だけではなく、参加者同士の交流を通じて友情を

育み、食べ物や環境を考え、地域を元気にする楽しい大会にしたいと

考えています。

昼食の食材や賞品として、地元の農産物や特産品などの提供を募っ

ています。皆さまのご協力をお願いします。

募集品目　米、野菜、果物、肉、特産品、食事券、和・洋菓子　など

■問合せ あわらカップカヌーポロ大会実行委員会事務局 ☎73-8043

（スポーツ課内）

第18回あわらカップカヌーポロ大会協賛品提供のお願い

ネイチャーゲーム　参加者募集

自然にふれあう楽しさや大切さを体験しましょう！

■と　き ７月28日(土) 9:00〜11:30

■ところ 金津創作の森創作工房〜水辺の広場周辺（雨天時は室内）

■対　象 市内小学生とその保護者

■定　員 25組（先着順）

■参加費 無料

■講　師 福井県ネイチャーゲーム協会

林　昌尚さん、大石橋節子さん

■内　容 フィールドビンゴ、音いくつ、木の鼓動　草笛つくりなど

ネイチャーゲーム終了後は、ミステリー探検ツアーへ（希望者）

※　都合によりプログラムを変更することがあります。

※　バンダナ（大きめのハンカチ）、筆記用具、飲み物など

を持参してください。

■問合せ 辻本　☎73-0898（金津技研）



あわら市職員採用候補者試験案内

来年４月採用予定の職員採用候補者試験を次のとおり行います。

■試験区分、採用予定人員等

※　採用予定人員は、職員の欠員状況により変更することがあります。

※　日本国籍を有しない人および地方公務員法に規定する欠格条項に該当する人は受験できません。

■受付期間 7月27日(金)〜8月17日(金) 8:30〜17:30(土・日曜日を除く。)

■申込方法 総務課備え付けの申込書に必要事項を記入し、提出してください。申込書を郵便で請求する場

合は、封筒の表に「職員採用候補者試験申込書請求」と朱書し、120円分の切手を貼った返信用

封筒（角形２号サイズ）を同封してください。

■1次試験 9月16日(日) 8:30〜12:30

■と こ ろ 福井市学園3丁目6-1 福井工業大学

■内　　容 教養試験および適性検査

2次試験については、1次試験合格者にお知らせします。

■問合せ・申込書提出先

〒919-0692

あわら市総務部総務課人事研修グループ

☎73-8005

※ 採用試験の詳細は、市ホームページでご確認ください。また、「ふくｅ−ねっと電子申請サ

ービス」を利用しての受験申込みもできます。ふくe-ねっと（http://www.shinsei.e-fukui.lg.jp/）

の電子申請・施設予約窓口から申込みください。
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あわら市総合防災訓練実施

大規模な災害が発生した場合、行政の救援や支援には限界があります。被害の拡大を防ぐには、地域住民

が主体となった「自主防災」がとても重要となります。

市では、災害発生時に自分たちに何ができるかを考えていただこうと、波松地区を対象とした防災訓練を実施

します。

訓練に参加し『災害時には何をするべきか』を学びましょう。

■日　時 8月26(日) 7:00〜9:00

■場　所 波松小学校

■内　容 震度５強の地震とその想定災害

避難訓練・救出救護訓練・初期消火訓練

水防訓練ほか

■問合せ 総務課　行政Ｇ　☎73-8004

試　験

区　分

採用予定

人　　員

受験資格

資 格 な ど 生年月日

事　務 ５人

技　術

学歴・性別

土木（ 農業土木を含む。）または
建築に関する学科を履修した人

２人

問いません。

昭和52年4月2日から

平成２年４月１日まで

に生まれた人

学校での専攻や学科は問いません。

お知らせ

(参考資料）阪神・淡路大震災
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お知らせ

消防士募集

嶺北消防組合では、消防士を募集しています。

■採用人数 ８人

■採 用 日 20年４月１日

■受験資格 昭和55年４月２日から平成２年４月１

日までに生まれた人で、高校卒業程度

の学力を有する人

■受付期間 ７月27日(金)〜８月17日(金)

■採用試験 第１次試験　９月16日(日) 適性・教養

17日(月) 体力・論文

第２次試験　11月上旬予定

※ 詳しい内容は、嶺北消防組合のホームページを

ご覧になるか、消防本部職員課へお問い合わせく

ださい。

http://www.reihoku-fd.jp/

☎51-0119

身のまわりの備えは万全ですか？

毎年、風水害により、全国各地で大きな被害が発

生しています。一人一人が災害に備えることで、被

害を最小限にすることが可能です。今一度、身のま

わりの確認をしましょう。

○ 雨どいの落ち葉や土砂の詰まり、継ぎ目のはず

れ、塗装のはがれ、雨戸のガタツキやゆるみなど

を点検

○ 側溝のゴミや土砂を取り除き、雨水の排水をあ

らかじめ確保しておく

○ 避難に備えて、貴重品などの非常持ち出し品を

準備しておく

○ 浸水などの恐れがある場合には、家財道具や食

糧、衣類、家具などの生活用品を高い場所へ移動

しておく

○ テレビやラジオ、インターネット、携帯電話な

どで気象に関する情報を入手する

平成19年度刑務官募集（高校卒程度）

■受付期間 ７月24日(火)〜８月７日(火)

■受験資格 昭和53年４月２日から平成２年４月１

日までに生まれた人で、高校卒業程度

■申 込 先 〒918-8101 福井市一本木町52

■問 合 せ 福井刑務所　庶務課人事係

☎36-3220

車上ねらいが多発！！

車内の現金・貴重品が

狙われています！

被害に遭わないために!!

●車から離れるときは、ドアをロックしましょう。

●車内の見えるところには、カバンなどを置かない

ようにしましょう。

●自宅の駐車場には、電灯やセンサーライトを付け

て明るくしましょう。

●不審な人を見かけたら「声」をかけましょう。

被害に遭ったら、不審者を見かけたら・・・

あわら警察署　☎73-0110

放送大学10月入学生募集

放送大学は、テレビ・ラジオで授業を行う「通信

制」の大学です。

約370科目を用意。大学や大学院の授業科目から

学べます。

入学試験のない文部科学省と総務省所管の正規の

通信制大学です。

生涯学習に最適です。気軽にお問い合わせくだ

さい。

■募集種類 教養学部・科目履修生(６カ月在学)

・選科履修生(１年間在学)

・全科履修生 (4~10年の在学、

卒業し、学位の取得)

大学院 ・修士科目生(６カ月在学)

・修士選科生(１年間在学)

■受付締切 ８月31日(金)

■問 合 せ 資料請求 (無料) や詳しい内容は、放送

大学福井学習センターへお問い合わせ

ください。

☎22-6361 FAX 22-6431
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第 16 回 越前・日本海ハイ！ウォークツー参加者募集

コース

ふるさと福井の歴史・文化を学びながら越前路を歩くウォーキング大会です。

■と き ９月15日(土)・16日(日) ※雨天決行（悪天候の場合は、中止することがあります。）

■集合場所 15日　三国サンセットビーチ駐車場　受付　7:30〜

16日　福井フェニックスプラザ　　　受付　7:30〜

■コ ー ス

◎ ９月15日(土) ≪日本海コース≫

◇５ｋｍコース　《北前舟船主のみち》

スタート→三国港駅＝[電車移動]＝三国神社駅→三国神社→三国湊町（旧森田銀行本店・三国湊町家

館・出村町並等）→ゴール

◇１２ｋｍコース　《三國文学のみち》

スタート＝[バス移動]＝海浜自然公園→雄島→荒磯遊歩道→東尋坊→遊歩道入口→みくに龍翔館→

三国湊町（５ コースに合流）→ゴール

◇２５ｋｍコース　《蓮如上人のみち》

スタート＝[バス移動]＝吉崎御坊→北潟湖畔→波松→浜地→越前松島→海浜自然公園→雄島→荒磯遊歩

道→東尋坊→遊歩道入口→ゴール

◎ ９月16日(日) ≪越前コース≫

◇７ｋｍコース　《継体大王のみち》

スタート→田原町駅＝[電車移動]＝福井新駅→藤島神社→継体天皇（大王）像→足羽神社→愛宕坂→福

井城址→養浩館→ゴール

◇１７ｋｍコース　《朝倉義景のみち》

スタート＝[バス移動]＝一乗谷朝倉氏遺跡→越前東郷→稲津橋→和田→養浩館→ゴール

◇２７ｋｍコース　《道元禅師のみち》

スタート＝[バス移動]＝大本山永平寺→旧永平寺線跡地→鳴鹿大堰→総合グリーンセンター→五松橋→

内水面センター→芝原用水路→西・東超勝寺→養浩館→ゴール

■参 加 費 一般　　　　 1,500円

高校生以下　　500円

■申込締切 ８月21日(火)

申込用紙は、市役所（市民課・政策推進課）または福井坂井地区広域市町村圏

事務組合にあります。

■問 合 せ 越前・日本海ハイ！ウォークツー実行委員会

（福井坂井地区広域市町村圏事務組合内） ☎20-5050 FAX20-5058

お知らせ
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国民年金納付記録票を無料交付します

市民課と市民課芦原分室（保健センター内）では、市が保管している国民年金の保険料納付記録の無料

交付と相談を行っています。

■受付と交付 月〜金曜日　8:30〜17:30（祝日を除く）

■交付対象年 1961（昭和36）年４月〜2002（平成14）年３月

■持 参 物 １）自動車運転免許証や年金手帳など本人確認ができるもの

２）印かん（認印）

※　請求できるのは、本人と配偶者の記録です（その他は委任状が必要）

※　納付記録は参考記録のため、社会保険事務所の納付記録との照合が必要です。

■問 合 せ 市民課　☎73-8014 市民課芦原分室　☎73-8016

福井社会保険事務所　☎23-4516

社会保険相談（保険・年金）時間変更のお知らせ

広報６月号のくらしのカレンダーでお知らせした「７月25日の社会保険事務所による社会保険相談（保

険・年金）」は、９時から17時までに時間を延長して行われることになりました。この機会に、ぜひご利用

ください。

国民健康保険からのお知らせ

◆国民健康保険高齢受給者証の更新

高齢受給者証を、８月１日付けで更新します。受給者証をお持ちの人には、７月下旬に新しい高齢受給者

証をお送りします。医療機関を受診の際には、必ず、保険証と一緒に窓口へ提示してください。

なお、平成20年４月から、70〜74歳（現役並み所得者以外）の自己負担割合が、１割から２割に引き上

げられます。

また、昭和７年10月１日以降に生まれた人は、満75歳になると老人保健で医療を受けることになります

ので、高齢受給者証の有効期限は、75歳になる月末までとなっています。老人保健受給者証への切替時にお

知らせしますので、健康長寿課で変更手続を行ってください。

◆老人保健受給者証の更新

老人保健受給者証の自己負担割合を19年度の住民税課税所得に基づき再判定します。新しい負担割合は、

８月１日から適用されます。負担割合が変更となる人には７月中旬にお知らせしますので、健康長寿課で保健

変更手続を行ってください。負担割合が変わらない人は、現在の老人保健受給者証を引き続きお使いください。

◆「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付

19年度の「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を受け付けます。なお、

現在発行している認定証の有効期限は、７月31日までとなっています。８月以降も必要な人は、健康長寿課

で更新手続きを行ってください。

○申請開始　８月１日(水)

○必要な物　国民健康保険被保険者証、印かん

○有効期限　申請した月の初日から20年７月31日まで

○そ の 他　国民健康保険税に滞納がある人は、認定証の交付は受けられません。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

お知らせ
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８月８日(水)と９日(木)の２日間、あわら湯のまち駅前多目的広場とあわら温泉街を会場に「あわら湯か

けまつり」が開催されます。

期間中、湯かけみこしの巡行や民踊の夕べのほか、多彩なステージイベントが予定されています。

あわらの熱い夏をお楽しみください。

募集中
あわら湯かけまつり実行委員会では、湯かけみこしの担ぎ手・民踊の夕べの踊り手を

募集しています。

あなたも「あわら湯かけまつり」に参加してみませんか。

■問合せ あわら湯かけまつり実行委員会事務局

(観光商工課内）

☎73-8029 FAX73-1350

■作品規格

サイズ 上限は縦50cm、横80cm、高さ100cm

素　材 自由（灯りはロウソク点灯によること）

■応募資格 個人、家族、グループ、企業など

■応募方法 あわら市商工会（本所および支所）の

窓口で、所定の出品申込書に必要項目を

記入のうえ、お申し込みください。

作品の提出日や方法などは、受付時に

お知らせします。

■受付締切 ８月３日(金) （土・日曜日を除く）

■募　　集　一般の部、ジュニアの部、各部門とも１人

(グループ）２作品まで（未発表の作品に限

る。）

■展示場所 芦の湯通り（市道温泉３号線）

■問 合 せ 市商工会　本所　☎73-0248

支所　☎78-6311

第４回 行燈コンテスト参加者募集

第２回 あわら湯かけまつり

お知らせ
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お知らせ

携帯電話基地局への電波障害が多発
しています！

最近、各地で携帯電話用の基地局への電波障害が

多発しています。その原因として、衛星放送（Ｂ

Ｓ・ＣＳ）の受診ブースターアンプの経年劣化やレ

ベル調整が過大になっていることが見受けられま

す。

北陸総合通信局では、携帯電話業者と連携して、

こうした電波障害を確認したときに、ご家庭のブレ

ーカー電源のオン・オフなどを行う調査を実施して

います。皆さまの調査へのご協力をお願いします。

なお、調査に伴う費用は不要です。

■問合せ 〒920-8795

金沢市広坂2-2-60

金沢広坂合同庁舎

総務省北陸総合通信局

無線通信部監視調査課

☎076ｰ233-4442 FAX076-233-4434

E-mail hokuriku-kanshi@rbt.soumu.go.jp

職場のトラブルでお困りの労働者、
事業主のみなさまへ

企業組織の再編や人事労務管理の個別化などを背

景に、労働者と事業主間のトラブルに関する相談が

多く寄せられています。

労働関係法令に違反していない民事上の紛争であ

る個別労働紛争については、最終的な解決手段とし

ての裁判制度がありますが、これには依然として多

くの時間と費用を要するのが現状です。

労働局では、平成13年から、「個別労働関係紛争

の解決の促進に関する法律」に基づき、個別労働紛

争を未然に防止するため、無料で迅速な紛争解決を

促進するための制度を用意しています。

ぜひ、これらの制度をご活用ください。

○総合労働相談コーナーでの情報提供と相談

解雇や雇止め、配置転換、賃下げ、セクハラ、い

じめなど、職場のトラブルに関する相談を専門の

相談員がお受けいたします。

○労働局長による助言と指導

民事上の個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の

方向を示唆することにより、紛争当事者間の自主

的な解決を促進しようとする制度です。

○紛争調整委員会によるあっせん

民事上の個別労働紛争の紛争当事者間に、公平・

中立な第三者としての学識経験者が入り、双方の

主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促

進することにより、紛争の解決を図ろうとする制

度です。

■相談時間 9:30〜17:15 月〜金曜日

■と こ ろ 福井労働局総合労働相談コーナー

福井総合労働相談コーナー

■問 合 せ【女性相談員もいます。】

福井労働局総合労働相談コーナー

（福井春山合同庁舎14階）☎22-3363

福井総合労働相談コーナー

（福井労働基準監督署内）☎54-6167

福井労働局のホームページ「福井労働局ガイド」

http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/

調停相談のお知らせ

交通事故や消費者相談、土地・建物の貸し借り、

土地の境界、夫婦、親子親族、相続などの問題でお

困りの人は、気軽にご相談ください。

相談には、調停委員と弁護士が応じます。

■日　時 ７月24日(火) 9:30〜15:00

■場　所 福井市大手3-7-1（大名町交差点角）

繊協ビル８階802号室・803号室

■その他 相談無料・予約不要

電話での相談はできません。

■問合せ 福井市春山1-1-1

（福井家庭裁判所事務局総務課内）

福井調停協会事務局　

☎22-5000
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８月の老人福祉センター利用日

市　姫　荘

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

クラブ活動日

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

クラブ活動日

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

金津

指中･沢･柿原･山西方

寺･嫁威･日の出･清王･

山十楽

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎★

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間

桑原･古屋石塚

百　寿　苑

01 水 北潟・浜坂

02 木一般利用日

03 金 山方・里方・温泉

★

６月 波松

07 火 一般利用日

8 水 新郷

9 木 一般利用日

10 金 本荘★

13 月 一般利用日

14 火 一般利用日

17 金 一般利用日

20 月 山方･里方･温泉

21 火 一般利用日

22 水 北潟・浜坂

23 木 一般利用日

24 金 新郷★

27 月 本荘

28 火 一般利用日

29 水 波松

30 木 一般利用日

31 金 北潟・浜坂★

★は通所事業です。

クラブ活動日は入浴できません。

第３回高齢者交通安全寸劇アカデミー賞
寸劇チーム募集

多発する高齢者の交通事故の減少を目的に、第３回寸劇アカ

デミー賞を開催します。今回は「高齢者の安全運転」を重点テ

ーマに参加チームを募集します。より多くのチームの熱演をお

待ちしています。

（ミュージカルも大歓迎）

■応募締切 ８月15日(水)必着

■構　 成 ２人以上

■募 集 数 ８チーム

■上演時間 15分以内（出入り時間含む。時間厳守）

■上 演 日 ９月17日(月) 13:00〜16:00

■上演場所　湯のまち駅前多目的広場（雨天時 市観光会館）予定

■応募方法 所定の様式に必要事項を記入のうえ、シナリオと

ともに郵送、FAX、持参によりお申し込みくださ

い。

■表　　彰 最優秀賞 １組（賞金10万円）

優 秀 賞　１組（賞金５万円）

特 別 賞　１組（賞金３万円）

参 加 賞　５組（賞金１万円）

個 人 賞　２名（賞金１万円）

■申 込 み 金津安全運転管理者協議会事務局

〒910-4113 あわら市横垣39-5-43
☎77-3660 FAX77-3663

※　協賛スポンサー（1口1万円）も募集しています。

夏の献血キャンペーン２００７

夏場は、輸血用血液が不足します。ぜひ、献血にご協力くだ

さい！

キャンペーン中は、イベント開催やグッズをプレゼント。血

小板成分献血の受付をした人には、日替わりのサービスを行っ

ています。

詳しくは、次のところへお問い合わせください。

■期　間 7月１日(日)〜８月31日(金) 土曜日を除く毎日

■場　所 福井市月見3-3-23 福井県赤十字血液センター　

■問合せ 福井県赤十字血液センター　☎36-0221

http://www.fukui.bc.jrc.or.jp

お知らせ
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創作の森で行われ

た｢爆陶体験｣の取材は、

とても興味深いものでした。

固めた粘土に爆竹を差し、

爆発させて作品をつくる方法。

一瞬にして結果はでるが、一

つとして同じ物ができない。

また、誰一人として作品の

形を予想することができない。

大人もわくわくさせるこの

体験は、子どもたちにとって、

最高の思い出になったことで

しょう。芸術は奥が深い!（利）

《ゆずります》
熱帯魚水槽

PC用机

編み機（3台）

ポータブルトイレ（大人用）

《ゆずってください》

ＴＶ用室内アンテナ

電子ピアノ

エレクトーン

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。

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

H19.６.１〜６.30 届け出順〈敬称略〉

氏 名 性別 お父さん･お母さん 行政区

生誕ービベ

三国競艇開催日

熊谷　祐汰
ゆ う た

男 隆是 久美子 熊　坂

坂口結実子
ゆ み こ

女 登喜男 良子 井江葭

加野　　葵
あおい

女 悟 藍 中　央

本根　大地
だ い ち

男 弘二 真由美 田中温泉

松田　栞奈
か ん な

女 清志 唯子 次郎丸

藤田　和奏
わ か な

女 辰也 悦代 御　鷹

馬場　友海
と も み

女 富夫 法子 古

名倉　壮大
そ う た

男 徳三 真理子 桜ヶ丘

近藤　理沙
り さ

女 秋夫 王秀英 青ノ木

笠原怜太郎
りょうたろう

男 泰則 郁子 坂ノ下

野村　風斗
か ざ と

男 尚吾 めぐみ 坂ノ下

宮崎　佑夏
ゆ う か

女 勝 昭子 菅　野

尾原　彩華
あ や か

女 李震中 裕実 北潟病院

川田　彩乃
あ や の

女 芳夫 正代 中　番

出かけてみませんか？となりまちへ

灯篭流し（片山津温泉）

柴山潟で行われる灯篭流しは、幻想

的な風景で知られる片山津温泉のお盆

の風物誌です。

と　き ８月16日(木)

20:00〜20:50

ところ 片山津温泉　柴山潟

問合せ 片山津温泉観光協会

☎(0761)74-1123

８ /２(木)〜８ /７(火)

８/11 (土)〜８/16(木)

８/22(水)〜８/26(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

福井県からのお知らせ
７月は徴収強化月間です

県では、自動車税を納めていな

い人に、督促状を発送しました。

連絡もなく納めない人に対して

は、差押えを前提に、財産調査を

行うことになります。

休日納税相談窓口開設

■と　き ７月22日(日)

8:30〜17:00

■ところ 坂井県税事務所

各県税事務所

（福井、大野、南越）

■問合せ 坂井県税事務所

☎82-2800

サマージャンボ宝くじ
（第526回全国自治宝くじ）
が発売されます。

■発売期間

７月19日(木)〜 ８月７日(火)

■価　　格 １枚　300円

■抽せん日 ８月16日(木)

■当選金額

１等　　　　　 ２億円

１等前後賞　　　5,000万円

２等　　　　　 １億円

３等　　　　　　1,000万円

ビッグサマー賞　100万円

※ 宝くじの収益金は、少子・高

齢化対策、芸術・文化振興、環

境保全・創造などに役立てられ

ています。

お知らせ
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土金木水火月日

■内 三 国 病 院(三国) 82-0480

■内 木 村 病 院(あわら) 73-3323

■外三 国 病 院 (三国) 82-0480

休
日
当
番
医

■内 汐 見 医 院(あわら) 73-0040

■内 春 江 病 院(春江) 51-0029

■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 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 宮 崎 病 院(三国) 82-1002

■内ともだクリニック(坂井) 66-6161

■外中瀬 整 形 外 科(丸岡) 67-3777

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 (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/

■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･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･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

あわら市の人口

31,487人　

7 月１日現在　

男 1 4 , 8 5 0 人

女 1 6 , 6 3 7 人

世帯数 1 0 , 1 6 4 世帯

市民健診　坪江コミュニティセンター
（基本・肺がん・胃がん）8:30〜10:00
（基本・肺がん・骨密度）13:15〜14:45
（子宮がん・乳がん）13:15〜14:15
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

介護予防教室
9:30〜11:30 伊井公民館
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
栄養教室
10:30〜11:30 子育て支援センター

介護予防教室
9:30〜11:30 保健センター
1歳6ヶ月児健診
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

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

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

行政相談
13:30〜16:00 セントピアあわら
人権相談
13:30〜16:00 セントピアあわら

行政相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター
人権相談
13:30〜16:00 中央公民館

農地法に基づく許可申請締切日 平成19年度日本カヌーポロ選手権大会
兼第18回あわらカップカヌーポロジュ
ニア大会
8:30〜15:30 北潟湖カヌーポロ競技場

第18回あわらカップカヌーポロ大会
8:30〜17:00 北潟湖カヌーポロ競技場
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

８月の納期限は

27日です。

市県民税　　　（ 第２期 ）

国民健康保険税（ 第２期 ）

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

第18回あわらカップカヌーポロ大会
8:30〜16:00 北潟湖カヌーポロ競技場

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
心配ごと相談
13:00〜16:00 市姫荘

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター

社会保険相談　13:30〜16:00 市役所
市民健診（基本・肺がん・胃がん）
8:30〜10:00 伊井公民館
介護予防教室 9:30〜11:30  本荘公民館
介護予防教室 13:30〜15:30 北潟公民館
言語教室 10:30〜11:30 子育て支援センター

介護予防教室
9:30〜11:30 保健センター

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
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

市民健診
（基本・肺がん・胃がん・歯・骨密度）
8:00〜10:00 保健センター

７０歳教室
10:00〜11:30 保健センター
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
ＢＣＧ接種
13:00〜13:45 保健センター

市民健診（基本・肺がん・胃がん）
8:30〜10:00 吉崎蓮如の里会館
おたのしみ会
10:30〜11:45 子育て支援センター

介護予防教室
9:30〜11:30 本荘公民館
絵本について
10:30〜11:30 子育て支援センター
介護予防教室
13:30〜15:30 北潟公民館

市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 波松集落センター

市子連ｽｰﾊﾟｰｷｯｸﾍﾞー ｽﾎﾞー ﾙ・ｿﾌﾄﾎﾞー ﾙ大会
トリムパークかなづ　7:30〜
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

第 2 回 あわら湯かけまつり

■と　き ８月８日(水)・９日(木)
■ところ あわら湯のまち駅前多目的広場・あわら温泉街
■問合せ あわら湯かけまつり実行委員会事務局

（市観光商工課内）
☎78-8029

１ 燃やせないごみ収集日 ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 燃やせないごみ収集日 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 燃やせないごみ収集日 30 31




