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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。

❶年　齢 投票日において、満20歳以上の人（昭和62年7月23日以前に生まれた人）

❷住　所 選挙の基準日（公示日の前日）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、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭、出産予定などの事情で、投票所に行けないと見込まれ

る人は、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まで（選挙期日が7月22日となった場合は、7月6日から

7月21日まで）

投票時間 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（旧芦原庁舎北隣） 期日前投票所

※　どちらの投票所でも投票できます。

持 参 物 投票所入場券　入場券をお持ちでない場合は、本人であることを証明できるもの（運転

免許証など）をご提示いただきます。

不在者投票
次の事項に該当する場合は、不在者投票をすることができます。

受付期間は期日前投票と同じですが、投票日当日までに市選挙管理委員会に到着しないと、投票は無効に

なります。ご注意ください。

❶ 指定病院などで投票する場合
指定病院や指定老人ホームなどに入院・入所されている人は、それぞれの病院や施設で、不在者

投票をすることができます。各病院や施設にお問い合わせください。

❷ 滞在地の市区町村で投票する場合（あわら市の住民基本台帳に記載されている人のみ）
仕事や通学などで、あわら市以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理

委員会で、不在者投票をすることができます。市選挙管理委員会にお問い合わせください。

❸ 郵便で投票する場合
身体に重度の障害などがある人は、郵便による不在者投票ができます。また、手や視覚に障害が

あるため、自分で記載できない人は、代理記載による不在者投票もできます。

ただし、この制度で投票する場合には、あらかじめ、市選挙管理委員会から、郵便投票証明書の

交付を受けなければなりません。詳しい内容は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

第21回参議院議員通常選挙 選挙予定日 7月22日

今年の夏は、7月28日に任期満了となる参議院議員の通常選挙が行われます。

今のところ、日程は確定していませんが、第166回通常国会の会期が延長されなければ、7月5日公示、7

月22日投票日となる予定です。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。



投票場所は？
投票区は、次のとおりです。投票所入場券にも記載してありますので、ご確認ください。

投票時間は、7:00〜20:00です。

平成17年から、第１投票区の投票所を変更していますので、お間違えのないようご注意ください。

期日前投票所の投票立会人と各投票所の立会人募集
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投票区 投票所 投票区の区域（行政区）

第１投票区 芦原南幼児園
舟津温泉、二面温泉、田中温泉、東温泉、西温泉、舟津、田中々

堀江十楽、布目

第２投票区 農業者トレーニングセンター 二面、牛山、松影、国影、新成、井江葭、横垣、宮王、重義、番田

第３投票区 轟木新田ふれあいセンター 轟木、新田

第４投票区 本荘公民館 谷畠、上番、根上り、仏徳寺、御鷹、中番、下番、玉木、光明、翠明

第５投票区 新郷小学校 河間、宮前公文、北本堂、角屋、中浜、河水苑

第６投票区 北潟公民館 北潟東、北潟西、赤尾、富津

第７投票区 波松小学校 波松、城、城新田、番堂野、十三

第８投票区 蓮如の里会館 浜坂、岩崎、寺町、中鍛冶、下浜、吉崎新用、吉崎春日

第９投票区 湖東会館 坂口、蓮ケ浦、細呂木、橋屋、樋山

第10投票区 細呂木公民館 滝、青ノ木、宮谷、指中、沢、細呂木駅前

第11投票区 熊坂農村環境改善センター 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷、名泉郷

第12投票区 坪江コミュニティセンター
中川、東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾、北野、北

前谷、笹岡、上野

第13投票区 剱岳農村環境改善センター 東山、後山、清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々

第14投票区 伊井公民館 伊井、古屋石塚、桑原、清間、矢地、菅野、南稲越、河原井手、池口

第15投票区 さくらセンター 清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威、日の出

第16投票区 金津小学校
旭、新富、天王、水口、十日、脇出、上八日、八日、下八日、坂ノ下

稲荷山、千束、春日、中央、向ケ丘、若葉台、桜ケ丘、山室、高塚

第17投票区 中央公民館 東善寺、新、古、東、六日、新用、馬場、榛ノ木原、北稲越

市選挙管理委員会では、有権者の皆さまに選挙へ

の関心を高めていただくとともに、親しみやすい投

票所づくりのため、投票立会人を募集しています。

投票立会人は、有権者の代表として、投票が公正

に行われているかどうかの立ち会いをすることが主

な役割です。

■募集内容

●期日前投票所投票立会人

従 事 日 ７月７日(土)、８日(日)、14日(土)、

15日(日)、16日(月)、21日(土)のう

ち、都合のよい日

従事時間　8:20〜20:00

従事場所　市役所または市保健センター

募集人員　各投票所１人（延べ12人）

報　　酬　日額　9,500円

●投票日当日の投票立会人

従事日時　７月22日（日） 6:30〜20:00

従事場所　お住まいの区域の投票所

募集人員　各投票所２人（計34人）

報　　酬　日額　10,700円

■応募資格

❶あわら市の選挙人名簿に登録されている人

❷特定候補者や政党、その他政治団体などとの関

係がない人

❸明るい選挙の推進に理解のある人　　

■応募方法

所定の応募用紙に必要事項を記入し、市選挙管

理委員会に持参またはE-mailにより提出してく

ださい。なお、E-mailにより提出される場合は、

住所、行政区、氏名、生年月日、電話番号、希望

する立会日、希望する従事場所（期日前の場合）

を記入のうえ、タイトル「投票立会人希望」で送信

してください。gyosei-g@city.awara.fukui.jp

応募用紙は、市役所総務課にあるほか、市ホー

ムページからダウンロードすることができます。

URL http//www.city.awara.fukui.jp/

■申込締切 ６月29日(金) 必着

※　応募者多数の場合は、抽選といたします。

■問 合 せ 市選挙管理委員会　☎73-8004
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就任のごあいさつ

教育長　寺井　靖高

（60歳　新）

国を挙げて教育改革が進められている中、あわら
市教育長の大役を拝命することとなり、改めて、身
の引き締まる思いでございます。
さて、教育は、いつの時代にあっても「確かな学

力」「豊かな人間性」そして「健康な身体」をバラ
ンスよく培うことが重要であります。
また、学びの場となる学校は、希望に満ちた生活

が送れるような環境が求められています。
学校と家庭、そして地域が連携し、子どもたちが

楽しく学校に通い、このあわら市に生まれ育ったこ
とを誇りに思えるような教育を推進してまいりたい
と考えております。何とぞ、市民の皆さまのご理解
とご協力をお願いいたします。

市長所信表明（要旨）

■中学校２校存続に向けた取り組みについて
担当部署に、２校存続を前提とした財政見通し

とそのシミュレーションの実施を指示している。
芦原中学校の状況が深刻化しており、早期の改

築に取りかかりたいと考えている。また、金津中
学校についても早急に耐震診断を行い、大規模改
修への取り組み方と併せ、その結果次第では、改
築の必要性についても協議したい。
いかに健全な財政運営を行うかが最大の課題で

あり、２校存続を前提とした財政計画を早期に示
し、議会の理解を得られるよう最大限に努力する。
これらの経過についは、逐次、市民に示し、不

安を早期に払しょくできるよう努める。

■若い世代が住み、産み、育てたくなるまちづ
くりについて
人口の減少傾向が続くあわら市において容易で

はないが、これに向け努力することは、価値があ
ると考ている。そのためには、住環境の整備、企
業の誘致、福祉の充実、学校の教育環境など、多
くの政策が有機的に絡み合うことが必要となる。
このようなまちづくりができれば、理想的な自

治行政になると考えていたことから、遠大な目標
ではあるが、チャレンジしたい。「若い世代が住
み、産み、育てたくなるまちづくり」を政策決定
の価値基準とし、各種政策に指向性を与えたい。

■市民感覚で透明な行政運営について
個別の事務事業に、成果主義を導入した行政評

価を行い、適宜、改善を加えながら、正確に分か
りやすく表現した情報を市民に公開する。
将来、私自身が判断に迷う課題や市民同士の利

害が対立することもあると思うが、情報を共有し、
共に考えていくことが重要であり、議会同様、市
民の良識を信じる。

■第二の合併を視野に入れた市政について
時代状況や今回の合併経緯を振り返ったとき、

行政体も今にとどまることはできないと考える。
私は、第二の合併を望んでいる市民が多いのでは
ないかとの認識を持っている。
合併がいつ、どのような規模になるのか、相手

のあることであり明言できないが、次に合併する
となれば、市民レベルでの本質的な議論が期待で
きると思う。行政はその動機づけの役割を果たす
べきと考えている。以上、選挙公約として掲げた
事項４点を中心に、私の施政方針としたが、いず
れも「権力の源泉は市民の中にある」との認識に
立ち、市民の目線での行政運営に努めたい。

なお、中学校建設以外のことは、当面、従来の
路線に沿っていきたいと考えており、議員各位と
市民のご支援とご理解を賜りたい。

主な提出議案

■一般会計補正予算
補正額 ２億 767万4,000円
補正後 113億8,593万7,000円

●主な内容
ICカード標準システム実証事業 １億70万円
工業導入促進事業 640万円
小学校体育館耐震補強設計業務 1,740万円
金津中学校耐震診断業務 720万円

■金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算
補正額 ８億8,190万円
補正後 12億9,300万円

●内　容
増築工事（特養40床、ショートステイ12床）

■市長等の給料の特例に関する条例の一部を改正
する条例
平成19年７月１日から23年４月21日まで、
市長の給料を40％減額する。

第22回市議会定例会
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第７回森のアートフェスタ

◆５月12･13日　金津創作の森　

「森のアートフェスタ」が新緑の森の中で開催されました。

たくさんの店が並び、訪れた人は陳列されたアート作品をひとつ

ひとつ見定めながら、自分のお気に入りの一品を探していました。

シルバー自転車コンテスト開催

◆５月17日　トリムパークかなづ

競輪選手を招き、シルバー自転車コンテストが行われました。

参加者は一般道を模して作られたコースを確認項目に注意しな

がら、懸命に自転車を操っていました。

さつまいも大きく育ってね！
◆５月18日　細呂木

細呂木小学校の全校生徒が、サツマイモの苗を近くの畑に植

えました。下級生は上級生から植え方を教わりながら、楽しそ

うに作業を進めていました。

市日中友好協会総会に大阪領事
◆５月18日　国際交流センター

総会後に「あわら市の観光とこれからの日中友好交流」とい

う演題で、中華人民共和国駐大阪総領事館領事（一等書記官）

莫麗麗
バクレイレイ

氏の記念講演が行われました。会員たちは、メモを取り

ながら、領事の話に耳を傾けていました。

ウナギ放流！
◆５月19日　北潟湖

北潟漁業協同組合によるウナギの放流が、小雨が降る中、北

潟湖で行われました。約20センチの稚魚が次々と湖に放たれま

した。放流されたたウナギは、１年半から２年で40〜50センチ

に成長するそうです。

ユージン学園　金津中を訪問

◆５月25日　金津中

金津中学校と友好関係にある米国ユージン学園ケリーミドル

スクールの生徒９人と引率者２人が同校を訪れました。

自己紹介の後、生徒会によるクイズなどで歓迎を受けました。

一行は、生徒宅に６月２日までホームステイし、授業や部活

などの体験を通して生徒たちとの交流を深めました。
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男

女

共 同 参 画

身近
なところから、暮ら

しや
すく

ゆうゆうと

女
ひと

と男
ひと

が

共に輝く「あわら」をめざして

〜シリーズ あわら男女共同参画プラン10〜

重点目標10

高齢者や障害のある人が安心して暮らせる環境の整備
●現状は

本市では、県内や全国の市町村と比べ、高齢化が早く進行している状況にあります。特に、

65歳以上の高齢者に占める女性の割合は６割を超えており、高齢者の直面する問題は女性に対

して、より大きな影響を及ぼすことになります。

また、市民アンケートの結果によると、介護が必要になった時に、自宅で介護や福祉サービス

を受けたいと回答した人は過半数でした。そして、介護をしてもらいたい相手は、女性で「配

偶者」と答えた人は37％でしたが、男性は「配偶者」と答えた人が73.5％と高くなっています。

このような結果から、高齢者や障害のある人の介護は、女性により多くの負担がかかっている

のが現状です。

●目指すのは　　

介護の負担が女性に偏ることなく、男性も共に担い、社会全体で支えていけるような介

護体制や環境の整備を図り、高齢者も障害のある人も社会の一員として、いきいきと暮らせる

まちづくりを推進します。

●あわら市では

・高齢者が安心して暮らせる介護体制の充実を図ります。

・高齢者の社会参画の促進と就業環境の整備を図ります。

・障害のある人に対する施策の推進を図ります。

■問合せ 総務課　男女共同参画推進室　☎73-8007
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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？

７月　３日（火）北潟幼児園

５日（木）金津保育所

６日（金）伊井保育所

９日（月）金津東保育所

１０日（火）芦原南幼児園・白藤保育園

１２日（木）細呂木保育所

１３日（金）芦原保育所

１７日（火）本荘幼児園・妙安寺保育園

１８日（水）善久寺保育園

２６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。

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 ６月27日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

◆ふれあい広場　「七夕まつり会」

七夕まつり会に参加して音あそびを楽しみましょう

と　き ７月４日(水) 10:30〜11:45

ところ 子育て支援センター

内　容 七夕の短冊作り・音あそび

子育てマイスター　高屋　孝子さん

◆育児教室　「乳幼児教室」

と　き ７月11日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 乳幼児の発達と健康について

講　師 子育てマイスター　納村 美和子さん

◆育児教室　「乳・幼児の歯について」

と　き ７月18日(水) 10:30〜11:30

ところ 子育て支援センター

内　容 虫歯予防や日ごろ不安に思っていることを

解消しましょう。

講　師 子育てマイスター 澤井 昭博さん（歯科医師）

１歳ごろになると「自分で」と言って、まだ一人で出来ないのに何でもやりたがる時期があります。

一人で食べさせればグジャグジャにしたり、ボタンをかけさせればできないと言って泣いたりします。

子どもは、言葉ではまだ上手に伝えられないので、何をしようとして、何がして欲しいのか分からな

いこともあると思います。

でも「自分でやりたい」という欲求が生まれてきたときは、出来なくても失敗を繰り返すことが大

切なのです。何度も失敗を繰り返し「うまく出来なくて残念だったね。今度はがんばろうね。」と 励

ましてあげましょう。

そういった経験を多く積むことで、子どもは自信をつけ、新しいことにチャレンジする自発性を身

につけていきます。

子

育て
ワ
ンポ
イン
トアドバイス
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「ゆうゆうと輝く市民の会」主催

郷土を知ろう！「お宝発見ツアー」
市内の「お宝」を再発見してみましょう

■と き ７月21日(土) 8:00〜（午前中で終了予定）

集合　市役所駐車場　7:45

■と こ ろ 波松海岸で地引網体験、正賢寺見学

■対 象 者 市内在住の小学生以上の人（小学生は保護者同伴）

■募集人数 50人（定員になり次第締め切ります）

■参 加 費 1人1,500円（バス代、地引網代など）当日集金します。

■持 ち 物 雨具、飲み物など

■申 込 先 文化学習課　☎73-8041（土・日曜日を除く8:30〜17:30）

住所、氏名、年齢（学年）、電話番号をお知らせください

■申込期間 ６月26日(火)〜７月９日(月)

※　天候の状況によっては、中止することがあります。

えちぜん鉄道の｢サイクルトレイン｣
で自転車散策してみませんか？

えちぜん鉄道では、自転車を電車に持ち込める

｢サイクルトレイン｣を運行しています。

買物や郊外での自転車散策など、健康のため、環

境のために利用してみませんか。

■運 行 日 10月28日(日)までの日曜日・祝日

■料 金 200円／台（当日限り有効で、何回で

も利用できます。別途乗車料金が必要

です。）

■運行時間 7:00〜19:00

■乗 降 駅 <三国芦原線>福井・福井口・田原町・

福大前西福井・新田塚・あわら湯のま

ち・三国

<勝山永平寺線>福井・福井口・越前新

保・松岡・永平寺口・勝山

■問 合 せ　生活環境課　生活Ｇ　☎73-8017

市民ゴルフ大会参加者募集

■と　　き ８月19日(日) 8:00〜

■場　　所 芦原ゴルフクラブ　湖コース

■プレイ費 協会特別料金

■参 加 費 2,000円（協会員）

4,000円（非協会員）年会費2,000円含む

■対 象 者 市内に在住または勤務する人

■競技方法

○ペアの部

ペアのダブルぺリア合計方式（同スコアの場合

は、合計ハンディ→合計スコアの順で決定）

○個人の部

ダブルぺリア方式（同スコアの場合は、ハンデ

ィ→スコア→年齢の順で決定）

■申 込 み ❶「あわら市民ゴルフ大会参加申込｣の

文字❷氏名❸郵便番号❹住所❺ペア対

抗戦同伴競技者の氏名❻同住所❼代表

者連絡先電話番号を明記のうえ、市ゴ

ルフ協会事務局まで郵送またはＥ-mail(t-

sakou@mx3.fctv.ne.jp）でお申し込みく

ださい。

※申込書は、芦原ハローゴルフの窓口にも

おいてあります

■締　　切 ７月31日(火)

■そ の 他 この大会は、2008県民スポーツ祭（市

町対抗の部）の選手選考参考競技会と

します。

１人で申込みの場合は、事務局でペア対

抗戦の競技者を設定します。

■問 合 せ 市ゴルフ協会事務局　佐孝

☎090-2124-6081

福井ライフ・アカデミー共催

あわら市民大学講座
ゆうゆうセミナー

■日　時 ７月７日(土) 13:30〜15:00

■場　所 湯のまち公民館

■講　師 大本山永平寺 御遠忌事務局主事

宗 清志さん

「いただきます。ごちそうさま。」

■問合せ 文化学習課　生涯学習Ｇ　☎73-8041



４月15日開催の「遊び展」を訪れ

た人たちから寄せられた募50,000円

が、中国残留孤児援護基金の中国養

父母扶養費として送金されました。
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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＞

●Gボーイズ冬戦争 （石田　衣良）

●サイン会はいかが？ （大崎　　梢）

●小さな神さま （太田　治子）

●ハイドラ （金原ひとみ）

●明智左馬助の恋 （加藤　　廣）

●メタボラ （桐野　夏生）

●果断 （今野　　敏）

●風信子の家 （篠田真由美）

●小袖日記 （柴田よしき）

●あの日の桜吹雪よりも （高野裕美子）

●毒草師 （高田　崇史）

●上海クライシス （春江　一也）

●紅嵐記　上・下 （藤　水名子）
●ドリームバスター ４ （宮部みゆき）

●北京炎上 （水木　　楊）

＜一般書　その他＞

●普通はつらいよ （斎藤　一人）

●次郎と正子 （牧山　桂子）

●消費社会から格差社会へ

（三浦　展・上野千鶴子）

●不登校・キレ・いじめ・学級崩壊

（原田　正文）

●インド式秒算術

（プラディープ・クマール）

●おとぎ話の生物学 （蓮実　香佑）

●海藻ダイエット （岩崎　啓子）

●地球のためにわたしができること

（枝広　淳子）

●たった３分でクルマ修理 （ベストカー）

●魚を一尾、さばけたら！？（浜田　美里）

●そうじ以前の整理収納の常識

（本多　弘美）

●祝い花・贈り花のマナー （大森　啓子）

●その敬語では恥をかく！ （井上　史雄）

＜児童書＞

●ギネス世界記録2007

（グレイグ・グレンディ）

●なぜだ！？

（かざまりんぺい・えびなみつる）

●カカオ８０％の夏 (永井するみ）

●ダヤン・タシルに帰る （池田あきこ）

●た・か・ら・も・の （まえだとしえ）

●月へのぼったケンタロウくん（柳　美里）

●つばさをもらったライオン

（クリス・コノヴァー）

●がんばれ！パトカー （竹下　文子）

●おまかせツアー （高畠　那生）

●人食いとらのおんがえし

（長野ヒデ子・絵　松谷みよ子・文）

●てのひらどうぶつえん （ハン　テヒ）

●ぶす（ささめやゆき･絵 もとしたいづみ･文）

●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」〜

「 ６時の合図　『夕やけ小やけ』は　家で聞こう 」

芦原小学校　土橋 悠人さん

平成18年度　家族でつくる青少年健全育成標語優秀作品

風と生き物のシンポジウム

風力発電と自然との共生を考える

21世紀に暮らす私たちは、電気製品や自動車などを使いこなし、豊

かで便利な生活を送っています。しかし、こうした快適さは、その基

盤となる自然環境に大きな影響を与え、温室効果ガスによる地球温暖

化や大気汚染などといった問題を引き起こしています。

地球規模で環境破壊が進み、私たちのライフスタイルさえも見直し

を迫られつつある中、二酸化炭素を排出しない風力発電は、太陽光発

電やバイオマス発電などとともに、地球に優しいクリーンなエネルギ

ーとして注目を集めており、我が国はもとより、世界各国で導入が進

められています。

しかし、一方で、風力発電施設が自然環境、特に、野生生物に及ぼ

す影響を懸念する意見も一部にあります。

このシンポジウムは、富津地区で計画が進められている風力発電事

業の概要を紹介しながら、風力発電施設が水鳥をはじめとする野生生

物に及ぼす影響などについて、研究者の皆さんに意見交換をしていた

だくことにより、参加者みんなで、エネルギー政策の展望と自然環境

の保護のあり方を考えようというものです。

皆さまの参加をお待ちしています。

■日　時 ７月７日(土) 13:30〜16:30（受付13:00〜）

■会　場 市観光会館

■その他

プレゼンテーション（予定）

電源開発株式会社

財団法人日本野鳥の会

株式会社ジェイペック

パネリスト＆コーディネーター（予定：敬称略）

岡　　敏弘（福井県立大学経済学部教授）

松田　裕之（横浜国立大学大学院教授）

大河原恭祐（金沢大学大学院自然科学研究科助手）

天野　達也（独立行政法人　農業環境技術研究所研究員）

■問合せ　政策推進課　まちづくり推進Ｇ　☎73-8001
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上位入賞者<敬称略>

○1.5km  親子１年生以下
1位 多保　孝典・なおこ ６分12秒 越 前 市

2位 毛利　隆泰・翔太 ７分00秒 あわら市

3位 稲木　恒敬・瑠亜 ７分05秒 あわら市

○1.5km  親子２・３年生
1位 田崎　克明・優太 ６分13秒 坂 井 市

2位 谷口　久良・廉士 ６分18秒 福 井 市

3位 角谷喜代重・宗一郎 ６分19秒 あわら市

○２km 小学生４〜６年生男子
1位 井手　雄飛 ７分38秒 京都府向日市

2位 麻田　将大 ７分45秒 あわら市

3位 山口　雅人 ７分47秒 永平寺町

○２km 小学生４〜６年生女子
1位 真柄　　碧 ７分24秒 越 前 市

2位 山口　亜耶 ７分41秒 あわら市

3位 前田千香子 ７分46秒 大 野 市

○３km 中学女子
1位 下出　美咲 12分14秒 坂 井 市

2位 勝木　麻由 12分35秒 あわら市

3位 松尾　偲世 12分40秒 福 井 市

○３km 一般男子
1位 川田　悦士 ９分49秒 富山県高岡市

2位 田辺　博之 10分00秒 鯖 江 市

3位 関根　将史 10分29秒 愛知県東海市

○３km 一般女子
1位 鳥本きよ子 13分33秒 福 井 市

2位 常田紀代美 13分40秒 若 狭 町

3位 荒川　栄美 13分51秒 越 前 町

○５km 中学男子
1位 金本啓一郎 17分33秒 小 浜 市

2位 川尻　卓矢 18分47秒 あわら市

3位 村中　奨之 18分50秒 あわら市

○５km 29歳以下男子
1位 中村　圭宏 17分22秒 石川県内灘町

2位 川田　悦士 17分52秒 富山県高岡市

3位 中川　和也 19分08秒 坂 井 市

○５km 30歳以上男子
1位 本間　貴幸 17分07秒 石川県白山市

2位 北山　孝信 17分24秒 坂 井 市

3位 下川　義博 17分29秒 坂 井 市

○５km 40歳以上男子
1位 坪田　秀則 17分59秒 坂 井 市

2位 入野　俊洋 18分10秒 敦 賀 市

3位 高須　眞一 18分20秒 京都府京都市

○５km 50歳以上男子
1位 梅田　昭彦 17分18秒 坂 井 市

2位 下浜　岩男 17分42秒 鯖 江 市

3位 西尾　義彦 18分06秒 福 井 市

○５km 60歳以上男子
1位 篠　　幸男 19分50秒 坂 井 市

2位 佐藤　常男 20分31秒 京都府京都市

3位 山越惣左エ門 20分38秒 勝 山 市

○５km 一般女子
1位 西島美保子 20分37秒 福 井 市

2位 水野いづみ 21分03秒 越 前 市

3位 浅野　文枝 21分18秒 鯖 江 市

○10km 29歳以下男子
1位 掛布　　晃 32分56秒 愛知県江南市

2位 浜上　貴志 33分59秒 石川県白山市

3位 古市　哲也 38分53秒 福 井 市

○10km 30歳以上男子
1位 中祖　康智 35分34秒 大阪府大阪市

2位 斉藤　隆純 38分14秒 福 井 市

3位 毛利　隆保 38分36秒 福 井 市

○10km 40歳以上男子
1位 伊藤　康行 36分11秒 三重県松阪市

2位 前田　朋哉 36分43秒 越 前 市

3位 笠島　浩孝 36分47秒 越 前 市

○10km 50歳以上男子
1位 常田　清和 37分54秒 若 狭 町

2位 岡崎正次郎 38分20秒 三重県鈴鹿市

3位 勝矢　政義 38分58秒 敦 賀 市

○10km 60歳以上男子
1位 長田　正博 37分37秒 越 前 市

2位 三国　昌平 42分20秒 石川県加賀市

3位 河合　禧一 43分16秒 富山県富山市

○10km 一般女子
1位 小川　恵子 40分19秒 敦 賀 市

2位 東　　宏実 46分06秒 あわら市

3位 湯谷　真希 46分09秒 あわら市

第４回

あわら市トリムマラソン

5月20日に開催した第4回あわら市トリム

マラソンでは、昨年を上回る、県内外から

参加者1,797人のランナーたちが、新緑の下、

気持ちのいい汗を流しました。



第 18 回

あわらカップカヌーポロ大会
〜2007 Club Team Cahallenge〜

■期　日

ジュニア大会　８月17日(金) 8:30〜

一般大会　　　８月18日(土)・19日(日) 8:30〜

ビギナーズマッチ（初心者交流大会）

８月19日(日) 8:30〜

■会　場 北潟湖カヌーポロ競技場

■部　門

ジュニア大会　小学生の部　男子・女子

中学生の部　男子・女子

一般大会　　　１部（上級者）、２部（中級者）

３部（初級者）、女子の部

ビギナーズマッチ（初心者交流大会）

部門なし

■チーム編成 監督１人､コーチ１人､

マネージャー１人､選手８人以内

※ ビギナーズマッチのみ個人

エントリーも可。

■参加料

ジュニア大会　　　市内チーム　　 無料

市外チーム　 8,000円

一般大会　　　　　１チーム　　18,000円

ビギナーズマッチ（初心者交流大会）

１チーム　 8 ,000円

１人　　　　 1,500円

■申込み

農業者トレーニングセンターまたはトリムパーク

かなづに備え付けの「申込書」に必要事項を記入

のうえ、スポーツ課へお申し込みください。

■締切り ７月13日(金) 必着

■その他

競技用具一式は、主催者で用意します。

■問合せ スポーツ課　育成Ｇ

あわらカップカヌーポロ大会実行委員会事務局

☎73-8044 FAX73-1350

http://www4.ocn.ne.jp/~awaracup/index.html
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プール監視人募集

市内の小学校では、夏休み期間中のプール監視人

を募集しています。

○募集人員 各小学校2人

○応募資格 高校生以上で、健康に自身のある人

○勤務内容 遊泳者の安全確保

プール内外の清潔確保

【期間】７月23日(月)〜８月13日(月)

（土・日曜日は除く）

【時間】12:30〜15:00

※ 学校によって、期間や時間が異な

ることがあります。

○賃　　金 日額2,500円

○応募締切 ７月２日(月)

○申込み・問合せ先

芦原小学校　　　　☎77-2101

北潟小学校　　　　☎79-1300

波松小学校　　　　☎79-1200

本荘小学校　　　　☎77-2610

新郷小学校　　　　☎77-2614

金津小学校　　　　☎73-0044

細呂木小学校　　　☎73-5700

伊井小学校　　　　☎73-0251

吉崎小学校　　　　☎75-1901

金津東小学校　　　☎74-1020
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あわら市出身で、金沢美術工芸大学学長の久世 建二氏と韓

国伝統文化学校から崔 成在（チェ・ソンジェ）氏を招き、日

韓２人の作品を通して、陶芸の新たな魅力を探る展覧会。

陶芸ワークショップも開催し、両国の国際交流を深めます。

■と　き 6月12日 (火)〜7月1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−１

■観覧料 一般 300円（200円）、高校生以下無料
※ （ ）内は20人以上の団体料金となります。

創　　 作 の 森 通 信 vol.135

関連イベント

「久世建二による公開制作」

■と　き 6月17日 (日) 10:00〜

（久世建二による作品解説は13:00〜）

■ところ アートコア ミュージアム−１

■定　員 30人（予定）

「日韓陶芸ワークショップ」

■と　き 6月26日 (火)〜7月1日 (日) 10:00〜16:00

■ところ 創作工房

※ 定員30人、参加費12,000円（材料費込） 「痕跡シリーズ03土のかたち」2003年制作･ 350×400cm  Photo  生水和夫

ガラス工房・今だけガラス絵付けキャンペーン中（６月30日(土)まで）

ガラス工房では、吹きガラス講座10回コースをお申し込みの人に限り、

自分で吹いたガラス作品に、上絵付けができる特別講座をプレゼント！

詳しくは、ガラス工房までお問い合わせください。

創作の森・水辺の広場「森の竜神」

Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ 〜土の魅力・擬態する土/観照（Ｍｅｄｉｔａｔｉｏｎ）、心想の世界〜

アートドキュメント2007 ー森の竜神ー　國安孝昌展

㈶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-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

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

を使用した大規模な立体作品を現地制作します。

「森の竜神」をはじめとする３作品の展示を予定しています。

■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人以上の団体料金となります。

※　７月１日 (日)〜20日 (金)の公開制作期間の見学は無料となります。

ハローキティとアートファッションとの幸福なコラボレーション展

1974年に誕生した「ハローキティ」をモチー

フに、国内外のアーティストによる絵画や写真、

映像、インスタレーションなどを展示します。

■と　き 7月14日 (土)〜9月30日 (日)

■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人以上の団体料金となります。

展　覧　会
コラボレーション
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肝炎検査を受けたことがありますか？

●40歳以上の人には、肝炎検査をお勧めします

肝臓に炎症が起き、肝細胞が壊れ、働きが悪くなる病気を肝炎といいます。肝臓の病気といえば、

お酒の飲み過ぎを思い浮かべる人も多いと思いますが、日本人の肝臓病の約８割はウイルスによる

肝炎といわれています。今日では、医療技術の進歩により、新たにＣ型肝炎やＢ型肝炎に感染する

人は少ないですが、現在40歳以上の人は、過去に、気づかないまま肝炎ウイルスに感染している恐

れがあります。

過去に一度も検査を受けたことがない人は、ぜひ、この機会に受けてください。

●こんな人は感染している恐れがあります
・大きな手術を受けたことがある

・長期間、血液透析を受けている

・入れ墨をしたり、ピアスの穴を開けたことがある

・薬物など、注射の回し打ちをしたことがある

●肝炎検査ができる日
★初めて市民健診を受ける人は、無料で肝炎検査を受けることができます。市民健診の受付でお申し出

ください。

対象者　20歳以上

内　容　問診、血液検査（肝炎ウイルス検査［（Ｂ型、Ｃ型］）など

費　用　無料

※　市民健診の日程や会場などは、広報あわら４月号（14〜15ページ）をご覧ください。

※肝炎検査だけを行う日

日　時　11月25日(日) 9:00〜10:30

場　所　保健センター（国影13-13）

対象者　20歳以上の市民

内　容　問診、血液検査（肝炎ウイルス検査［Ｂ型、Ｃ型］）など

費　用　無料

●検査の結果、感染が分かったら
肝臓の専門医の診断を受け、定期的に状態を調べながら、確実に治療してくことが必要です。

■問合せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

お知らせ

特定不妊治療費を助成します

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けた夫婦を対象に、１回当たり10万円を

上限として、１人２回まで助成します。

■対象者

・市内に住所があり、市税を完納している人

・夫婦の所得額の合計が730万円未満の人

申請手続きをされても、治療内容などにより助成が受けらないことがあります。

また、他の助成制度による助成を受けた金額は、助成対象の治療費から控除します。

■その他

県が行う特定不妊治療費助成を優先的に利用してください。

■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
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お知らせ

国民健康保険では、疾病の予防と早期発見・治療のため、人間ドックを実施します

■受診対象者 20歳以上70歳未満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

■受診期間 ８月(済生会病院は10月)〜20年２月（日程などは受診者に後日連絡します。）

■受診医療機関と受診費用

自己負担額と診療内容は、ドックの種類や医療機関によって異なります。

１・２コースの市助成額　各実施医療機関の費用額の７割で、25,000円を限度

３・４コースの市助成額　各実施医療機関の費用額の７割で、50,000円を限度

金額

上段：個人負担金

下段：( )内はドック料金

■申込期間 ７月２日(月)〜13日(金)（土・日曜日を除く） 8:30〜17:30

■申込方法 直接または電話で、健康長寿課健康増進Ｇ（☎73-8023）へお申し込みください。予定人数にな

り次第、締め切ります。

母子家庭のための就業支援講習会

訪問介護員養成研修 (２級課程)
研修生募集

■対 象 者 母子家庭の母および寡婦（55歳まで）

■受 講 料 無料

■定　　員 20人

■研修期間 ９月２日(日)〜12月中旬

■場　　所 県社会福祉センター4階　母子会議室

■申 込 み 7月31日（火）まで（申込用紙は子育て

支援室にあります。）

■問 合 せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021

母子家庭などのための巡回就業相談

県母子寡婦福祉連合会から派遣される就業支援相

談員が、就業に関する相談や求人情報、技能訓練な

どのアドバイスをします。

■日　時 7月5日(木)・10月11日(木)

20年1月10日(木)

相談時間10:00〜12:00

■場　所 市役所　第２相談室

※ 相談日には、電話相談も受け付けます。

■問合せ 福祉課　子育て支援室　☎73-8021

コース ドックの種類 人数 性別 済生会病院 福井総合病院 木村病院

男
18,050円 10,350円 12,800円

1 １日ドック 50人
(43,050円) （34,500円） （37,800円）

女
24,870円 11,100円 21,400円

（49,870円） （37,000円） （46,400円）

2 脳ドック 10人 男女
17,000円 8,400円

（42,000円） （28,000円）

男
29,800円 18,750円

3
１日ドック

60人
（79,800円） （62,500円）

+脳ドック
女

36,620円 19,500円

（86,620円） （65,000円）

１日ドック
男

79,050円

4
+がんドック

10人
（129,050円）

（ペット）
女

85,870円
（胸部CT） （135,870円）

麻しん(はしか)が流行しています

●麻しん (はしか) にかからないために

〜予防接種を受けましょう〜

麻しんを予防する唯一の方法は予防接種です。

予防接種を受けたことがなく、かかったことも

ない人は予防接種を受けましょう。また、以前に

予防接種を受けたことがある人でも、ワクチン接

種による免疫が低下し、麻しんにかかってしまう

ことがあります。

なお「定期予防接種対象者」以外は任意接種と

なり、費用は自己負担となります。接種前に医療

機関でご相談ください

※定期予防接種対象者

Ⅰ期 ･･･ 満１歳〜２歳未満の幼児

Ⅱ期 ･･･ 小学校就学前(H13.4.2〜H14.4.1) の児童

●麻しん (はしか) にかかったかなと思ったら･･･

朝出かける前に発熱などの症状がみられたら、

外出を控えましょう。

麻しんの症状がある人は、マスクを着用して早

急に医療機関で受診してください。ただし、受診

の際には、麻しんの疑いがあることを事前に連絡

しておいてください。

■問合先 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023
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国民年金から大切なお知らせです

現在の年金制度は、国民すべてが各公的年金制度に加入する必要があります。

また、厚生年金保険などに加入していない人は、20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金に加入し

保険料を納めなければなりません。

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、本人が申請し、承認を受けることで、保険料の納付が

免除または猶予される制度があります。

■免除・猶予の対象と認められるのは？（納付猶予は、20歳代のみ）

○本人・配偶者・世帯主の前年所得が次の計算式で計算した金額以下の場合です。

全額免除　　　→　　57万円＋扶養親族等の数×35万円

納付猶予　　　→　　57万円＋扶養親族等の数×35万円　（世帯主は除く）

４分の３免除　→　　78万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除額など

半額納付　　　→ 118万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除額など

４分の１免除　→ 158万円＋扶養親族等の数×38万円＋社会保険料控除額など

■免除決定されると１カ月の保険料額は？

○１カ月の保険料14,100円が、次のとおりとなります。

・全額免除　　　　　　　（納付額　 ０円/月）

・４分の３免除　　　　　（納付額　 3,530円/月）

・半額免除　　　　　　　（納付額　 7,050円/月）

・４分の１免除　　　　　（納付額 10,580円/月）

・納付猶予　　　　　　　（納付猶予期間１０年、３年目以降加算金が発生します。）

■免除された期間の年金額は？

○免除された期間の年金額は、全額納めた人と比較すると次のように計算されます。

全額免除　→　３分の１　　　　４分の３免除　→　２分の１

半額免除　→　３分の２　　　　４分の１免除　→　６分の５

■申込み 市民課（印鑑が必要です）

■問合せ 市民課　国民年金係　☎73-8014 福井社会保険事務所 ☎23-4516

参加チーム募集！
第24回納涼ビーチバレーボール

■日　時 ７月20日(金)

受　付　18:30〜19:00

開会式　19:00〜19:15

競　技　19:15〜21:30

■場　所 トリムパークかなづ

■対象者 市内に在住または勤務している人

■チーム ４〜６人で１チーム

※ 小中学生のみの参加は認めない。

■競　技 ４人制ローテーション

バドミントンコート使用

■参加料 無料

■締　切 ７月13日(金)

■申込み 申込書は、農業者トレーニングセン

ターとトリムパークかなづに備え付け

てあります。必要事項を記入のうえ、

スポーツ課（☎73-8043 FAX73-1350)へ

お申し込みください。

お知らせ

水中エアロビック教室参加者募集

■指導者 エアロビックインストラクター

大力 佳奈絵さん

■日　時 ７月13日(金)〜8月24日(金)

毎週金曜日　全7回 19:30〜20:30

■場　所 金津Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

■服　装 水着着用

■参加料 1,000円

■内　容 水中で音楽に合わせて体を大きく動かし、

楽しくダンス！陸上とは違い、短時間で

十分な運動量が得られます。

■申込み 電話でスポーツ課（☎73-8043）へお申し

込みください。



普通救命講習を消防署で定期的に実施しています。

消防署では、市民の皆さんや事業所などを対象に、AED（自動対外式除細動器）の使用方法や心肺蘇生法、

止血法などを学んでいただく普通救命講習を行っています。

■普通救命講習（無料）

普通救命講習は、応急手当のうち、特に生命を救うために最低限必要となるAEDの使用方法を含めた成人

に対する心肺蘇生法（心臓マッサージと人口呼吸）と止血法を学んでいただく講習です。

○ 19年度定期講習開催日

※　定期講習会のほか、講習の相談を随時を受け付けています。最寄りの消防署へお問い合わせください。

○ 受講上の注意事項

・あわら市内と坂井市に在住または在勤・在学の中学生以上の人を対象とします。

・受講当日は筆記用具を持参してください。

・動きやすい服装（スカートは不可）でご参加ください。

・講習開始15分前に集合し、早退した場合は講習終了とは認めません。

○ 修了証の交付

・一定の技能を修得した人に、修了証を交付します。

・修了証の有効期間は交付日から２年間です。

・修了証の有効期間内に再講習を受講した場合は、受講日から２年間です。

○ 講習の申し込み

・受講申請書は、嶺北消防組合のホームページからダウンロードできます。（http://www.reihoku-fd.jp/）

・受付期間は、講習日の２カ月前から２日前までです。

■申込先

嶺北金津消防署（救急担当）☎73-0119・嶺北芦原消防署（救急担当）☎78-4119
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お知らせ

開催日 時間 受講人員

9：00〜12：00 各30人程度

嶺北金津消防署

嶺北芦原消防署

７月
12月

８月
１月

第４日曜日

開催場所

ご存じですか？　市民課芦原分室

４月の市役所庁舎統合に伴い、旧芦原庁舎にあ

った市民課芦原分室は、北隣の保健センターに移

転し、統合前と同様の業務を行っています。

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。

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 印鑑登録の受付およびカードの発行

❺ 各種証明書の発行

・住民票や戸籍謄・抄本

・印鑑証明書

・所得証明や資産証明などの税証明書

❻ 火葬許可申請の受付

❼ 市民税や固定資産税などの市税および上・下水道

料金や住宅家賃などの公共料金の収納

❽ 福祉や税務などの各種申請書・届出書などの受領

■問合せ 市民課芦原分室　☎73-8016（直通）
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お知らせ

国家公務員採用3種 (税務)試験

■受験資格 昭和61年４月２日〜平成２年４月１日生

■試験程度 高等学校卒業程度

■受付期間 ６月26日(火)〜７月３日(火)

■試 験 日　１次試験 ９月９日(日)

教養試験、適性試験、作文試験

２次試験 10月18日(木)〜10月25日(木)

人物試験、身体検査

■合格発表 １次試験 10月11日(木)

最終合格者 11月15日(木)

■問 合 せ 人事院中部事務局

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1

☎052-961-6838

申込書などは、金沢国税局または三国税務署

に用意しています。

採用を希望する地域の試験を、全国どこの試

験地でも受験することができます。

自衛官 (２等陸・海・空士)募集

■受験資格 18歳以上27歳未満の男子

■試 験 日 ７月７日(土)（海のみ）

■採 用 日 陸・空士 ７月下旬、海士 ８月下旬

■試験会場 福井市内

■試験種目 筆記・口述試験、身体・適性検査

■受付期間 各試験日の前日まで

■問 合 せ 自衛隊福井地方協力本部　☎24-3702

サマー求人企業説明会の開催

■日　時 ７月７日(土) 10:40〜12:40

■場　所 いきいきプラザ霞の郷１階多目的ホール

坂井市丸岡町八ヶ郷21-7-1

■対象者 20年３月末卒業予定者

（大学・短大・高専・専修・高校の保護者）

■問合せ ハローワーク三国　☎81-3262

食生活改善推進員を募集！

■募集人数 10人

■応募資格 疾病予防のための食に関心のある人

食に関するボランテｲア活動ができる人

養成講習会に参加できる人

■講 習 会 養成講習会は、月1回のペースで9月か

ら20年1月まで計5回開催

第1回は9月27日(木)

■そ の 他 食生活改善推進員とは、次のような活

動をしています。

・各地区へ出向いての「健康づくりのた

めの料理講習会」の開催

・市民健康診査での「疾病予防のための

試食コーナー」の開催

・育児相談での離乳食づくりと母子栄養

相談

・食に関する知識の普及と啓発

・疾病予防や食の伝承などのための県・

市保健事業のお手伝いなど

■問 合 せ 健康長寿課　健康増進Ｇ　☎73-8023

健康づくりのための料理講習会催

地区で、15人程度のメンバーが集まったら、次の

要領でお申し込みください。

■対 象 者 市民グループ(男性団体、女性団体、老

人会、子ども会など)

■講習内容 季節野菜を使った料理、男性でも手軽

にできる料理、疾病予防料理、野菜を

使ったおやつなど

■指 導 者 食生活改善推進員

■そ の 他 講習会での材料代に対して補助が受け

られます。

■申 込 み 随時、希望する日時を健康長寿課

（☎73-8023）へお申し込みください。

災害時要援護者登録制度を始めます

市では、地震や風水害などの災害時に、家族など

の援助が困難で、何らかの助けを必要とする災害時

要援護者の登録を進めています。この登録の内容は

地元の区長や民生委員に周知し、災害が発生したと

きに支援が得られるよう「仕組みづくり」を行うこ

とで、安心して生活できる環境づくりを図ることに

しています。

対象者には、後日、郵便などで登録のご案内をい

たします。また、要援護者から支援者（助ける人）

としての登録を依頼された人は、ご協力をお願いし

ます。

■対象者

・介護保険の要介護3〜5の認定者のうち在宅の人

・高齢者のみの世帯

・重度障害者のうち在宅の人

■問合せ 健康長寿課　高齢福祉Ｇ　☎73-8022

福　祉　課　社会福祉Ｇ　☎73-8020
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７月の老人福祉センター利用日

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★

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

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎★

牛ノ谷・畝市野々

伊井･南稲越･池口･河

原井手･菅野･矢地･清

間

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷

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

金津

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★

笹岡･熊坂･下金屋･名

泉郷･牛ノ谷･畝市野々

細呂木･橋屋･蓮ヶ浦･

坂口･樋山･滝･駅前･青

ノ木･宮谷･吉崎

桑原・古屋石塚★

百　寿　苑

02 月 新郷

3 火 一般利用日

04 水 北潟･浜坂

05 木 一般利用日

06 金 一般利用日

9 月 波松

10 火 一般利用日

11 水 本荘

12 木 一般利用日

13 金 新郷★

17 火 一般利用日

18 水 山方･里方･温泉

19 木 一般利用日

20 金 北潟･浜坂★

23 月 本荘

24 火 一般利用日

25 水 山方･里方･温泉

26 木 一般利用日

27 金 波松★

30 月 新郷

31 火 一般利用日

★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

木造住宅の耐震診断の一部補助

補助制度を利用して耐震診断を受けませんか？

■補助内容 個人負担3,000円

■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木造住宅（併用住宅

の場合は、延床面積の２分の１以上が住宅の用途

であること）

■対 象 者 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、市税を滞納していない人

■受付期間 ７月17日(火)まで

■選定方法 申込み多数となった場合は、抽選となることがあ

ります。

■問 合 せ 建設課　整備管理Ｇ　☎73-8031

市営住宅入居者募集

■募集住宅

❶旭団地 （ＪＲ芦原温泉駅東側）

中層耐火構造４階建（３ＤＫ）・・・１戸（４階）

❷北金津団地 （雇用促進住宅西側）

中層耐火構造４階建（３LＤＫ）・・・１戸（４階）

■家　　賃

❶旭団地　　　13,200円から21,900円までの範囲内で、世

帯の所得に応じて定める額

❷北金津団地　18,100円から30,000円までの範囲内で、世

帯の所得に応じて定める額

■受付期間 ６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　７月14日(土)〜16日(月)

■ところ　花乃杜三丁目　花乃杜ハイツ　14区画

■受　付　花乃杜三丁目　花乃杜ハイツ内　現地販売事務所

■時　間　9:00〜17:00

◆エコライフ住宅展とは

健康・快適、省エネ・創エネ、安心・安全をテーマにプ

レハブメーカーや県内木造建築業者14社が先進のデザイン

による次世代設計を反映した住まいのモデルを提案

◆特典のご案内

「エコライフ住宅展特別企画」キャンペーン期間中に宅地

を購入されると、土地代を特別に優遇します。

■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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お知らせ

北潟湖にウナギを放流

するということを聞き、

取材に行きました。その稚魚

の数には度肝を抜かれました。一

緒に連れていった子どもは、それ

を見て大はしゃぎ。ウナギをつか

もうと悪戦苦闘。ぬるぬるしてう

まくいきません。短時間でしたが、

とても楽しいひとときを過ごして

いたようです。

最後に一言「今日はうなぎのか

ば焼きが食べたい！」（笑）

（利）

《ゆずります》
PC用机

《ゆずってください》

編み機　２台
ＴＶ用室内アンテナ

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

H19.５.１〜５.31 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

勝木　柊吏
しゅり

男 大貴 理紗 北潟西

岩崎　心海
み う

女 嵩 恵子 二面温泉

吉田　伊織
いおり

男 昌央 貴子 二　面

吉田　伊吹
いぶき

男 昌央 貴子 二　面

高木　 竜
りゅう

男 義友 佳代子 北稲越

谷崎　 椿
つばき

女 正恭 正美 牛ノ谷

森　しぐれ 女 大祐 真貴子 千　束

堀江　美里
みさと

女 英之 真由美 中　番

奥谷　　陸
りく

男 勝司 優子 中　川

北出　若菜
わかな

女 貴宏 佳代 指　中

玉木　瑛大
えいた

男 宏幸 朋子 六　日

室谷　海智
かいち

男 光洋 智子 桜ヶ丘

黒川あずみ 女 裕久 文惠 新　田

松下　千佳
ち か

女 准城 直美 浜　坂

立橋　琢己
たくみ

男 修 浩子 東温泉

恒本　咲良
さ ら

女 聖 舞子 青ノ木

保利奈々嘉
な な か

女 俊宏 有紀 御　鷹

菅谷　知輝
ともき

男 正利 裕美 桜ヶ丘

片岡　蒼衣
あおい

女 史行 美樹 御簾尾

出かけてみませんか？となりまちへ

加賀市

塩づくり（要予約）

昔ながらの製法による塩づくりを体験

できます。塩やにがりのお土産付きです。

と　き ７月１日(日)〜９月30日(日)

9:00〜15:00(所要時間:約1時間）

ところ 伊切海岸

料　金 大人500円　子ども200円

申込み・問合せ

KAGA旅・まちネット
☎0761-72-6678

７/１(日) 【場外】

７/５(木)〜７/10(火)【場外】

７/14(土)〜７/19(木) ＧＩ

７/20(金)〜７/29(日)【場外】

「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

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、法的トラブルの

解決に役立つ法制度や最適な相談機

関を紹介したり、資力が乏しい人の

ための無料法律相談や裁判代理費用

の立替えなどの業務を行っています。

■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

● 法テラスナビダイヤル

・法的トラブル・民事法律扶助

の問合せ　 ☎0570-078374

・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）

※ 「0570」はナビダイヤルの番号

です。固定電話であれば、全国

どこからでも、３分間8.5円で通

話することができます。PHSと

I P電話からは、☎03-6745-5600

にお電話ください。

【法テラスホームページ】

http://www.houterasu.or.jp

国際協力タウンミーティ
ングのお知らせ

■演　題 みんなで語ろう国際協力

■日　時 ６月30日(土)13:30〜16:30

■場　所 坂井市春江西公民館

☎51-5219

■内　容

第１部　海外ボランティア帰国報会

（JOCV福井県OB会員:JICA北陸

SV会員）

第２部　国際協力タウンミーティング

（パネルディスカッション）

■問合せ インターナショナル

さかい　中村

ednaka@mx2.fctv.ne.jp



市民課窓口延長（証明書発行）
19:00まで　市役所

７月 くらしのカレンダー
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土金木水火月日

■内 西 岡 医 院(あわら) 77-2138

■内福岡内科クリニック(丸岡) 67-7111

■外東 外 科 病 院(丸岡) 66-2228

休
日
当
番
医

■内 藤 田 医 院(あわら) 78-7133

■内 松井クリニック(丸岡) 66-8380

■外 春 江 病 院(春江) 51-0029

休
日
当
番
医

■内 金津産婦人科クリニック(あわら) 73-3800

■内 鈴木クリニック(丸岡) 66-2624

■外 荒川整形外科･胃腸科(丸岡) 66-0012

休
日
当
番
医

■内奥 村 医 院 (あわら) 73-0171

■内 つちだ小児科医院(丸岡) 67-8306

■外宮 崎 病 院(三国) 82-1002

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

31,430人　

6月１日現在　

男 1 4 , 8 2 1 人

女 1 6 , 6 0 9 人

世帯数 1 0 , 1 2 7 世帯

市民健診（基本・肺がん・胃がん・歯）
8:00〜10:00 中央公民館
粗大ごみ休日持込み日8:30〜16:30

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

介護予防教室
9:30〜11:30 伊井
行政相談
13:30〜16:00 社会福祉センター
人権相談
13:30〜16:00 金津社会福祉センター

乳幼児教室
10:30〜11:45 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
3歳児健診
13:00〜14:15 保健センター

朝のあいさつ運動
7:10〜　各小中学校
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

介護予防教室
9:30〜11:30 さくらセンター

市民健診 本荘公民館
（基本・肺がん・胃がん）8:30〜10:00
（子宮がん・乳がん）13:15〜14:15
（基本・肺がん・骨密度）13:15〜14:45
無料法律相談 13:00〜16:00 市姫荘
乳幼児の歯について
10:30〜11:30 子育て支援センター

市民健診
（基本・肺がん・胃がん・骨密度)
8:30〜10:00 細呂木公民館
第24回納涼ビーチバレーボールまつり
19:00〜21:30 トリムパークかなづ

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

市民課日曜業務（証明書発行）
8:30〜12:00 市役所

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

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

介護予防教室 9:30〜11:30 本荘公民館
もぐもぐ教室 9:40〜 保健センター
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 13:30〜15:30 北潟公民館
社会保険相談
13:30〜16:00 市役所

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

親子植物採集会
8:30〜12:00 のこぎり坂周辺
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

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
市民健診 保健センター
（基本・肺がん・歯）13:15〜14:45
（子宮がん・乳がん）13:15〜14:15

■内 柴 田 医 院(あわら) 78-6263

■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

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 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

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
七夕まつり会
10:30〜11:45 子育て支援センター

市民健診（基本・肺がん）
13:15〜14:45 湖東会館

第３回市民大学講座
13:30〜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
湯のまち夕市
16:00〜　湯のまち駅前多目的広場

7月の納期限は

25日です。

固 定 資 産 税（第２期）

国民健康保険税（第１期 ）

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 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

金津まつり
■と　き ７月14日(土)〜16日(月)

■ところ 金津地区市街地

■問合せ 市観光商工課　☎73-8029

１ ２ ３ ４ 燃やせないごみ収集日 ５ ６ ７

８ 9 10 11 12 13 14

15 16 海の日 17 18 燃やせないごみ収集日 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28  

29 30 31


