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新しい本荘公民館がオープンしました！
しのふるこ

とのよはり

もそする

オリジナルグッズ販売
湯のまち広場・ａキューブなど

新発売のあわら限定
グッズを手に入れよう！

ちはやふる
ラッピングバス
9/19～（毎日）

金沢ーあわら間を
無料で運行。

チケット完売しました！
声優トークショー

10/4　文化会館
福井出身の声優も登場！

かるた教室　
9/27① 10時～② 13時～

あわらグランドホテル
初心者大歓迎。楽しく
競技かるたを学ぼう！

ＨＥＥＣＥ
構想スタンプ
ラリー対象

　イベントのお手伝いをしていただけるボランティ
アスタッフを募集します。イベントを一緒に盛り上
げてくれる皆さんのご応募をお待ちしています。

期　間　９月 26 日（土）～ 10 月４日（日）
８時 30 分～ 18 時 30 分

ところ　ａキューブ、湯のまち広場、文化会館
対　象　高校生以上の市内在住者で、多くの日

数従事可能な人を優先
内　容　受付、抽選対応など（弁当有り）
定　員　約 20 人
申込み　【期限】９月 23 日（水・祝）

氏名・住所・年齢・従事可能な日程・携帯
電話番号をメールでお知らせください。

yoyaku@fbc.jp

ボランティアスタッフ を 募集！

日程 にぎわい広場・ａキューブ 湯のまち広場
  3（土） ちはやふるカード交換

会・写真コンテスト
（10:00 ～ 18:00）

灯り回廊（18:00 ～ 21:30）
  4（日） 早朝ヨガ（7:00 ～ 8:00）

灯り回廊（18:00 ～ 21:30）
10（土） 全国屋台村大会

（17:00 ～ 22:00）
11（日） 早朝ヨガ（7:00 ～ 8:00）

全国屋台村大会
（16:00 ～ 22:00）

12（月） 2strings(19:00 ～ 20:30）女将の会（12:00 ～ 13:00）
17（土） あわら de 帯のまち流し

（19:30 ～ 21:00）
18（日） 落語会（19:00 ～ 20:30）
24（土） 週末文化祭「和と洋の

共演」（18:00 ～ 20:30）
25（日） EVENING  JAZZ  LIVE

（19:00 ～ 20:00）
スポーツチャンバラ

（10:00 ～ 16:00）
31（土） EVENING  JAZZ  LIVE

（19:00 ～ 20:00）
ほろ酔い天国～食と酒の宴

（11:00 ～ 20:00）

湯～わく Dori 市場毎週末開催中！

あわら温泉開湯 130 周年祭
……にぎわい週末広場……

…10 月のイベント（８月 31 日現在）

と　き　10 月 17 日（土）10:00 ～ 14:00
ところ　中央公民館
参加費　無料
問合せ　子育て支援センター　☎ 77-1163

いちひめこども園　☎ 73-2250
白藤こども園　☎ 73-1142

※ 授乳室、おむつ交換室があります。
※ 駐車場は、中央公民館やあわら市役所西側駐車場をご

利用ください。会場周辺の路上駐車はご遠慮ください。

　楽しい遊びがいっぱいです。
子育て中のお父さん、お母さん、ぜひ

家族で遊びに来てください。

わいわい広場
～みてみて！きてきて！たのしいよ！～

　秋から始めた改築・改修工事が終わり、８月２日（日）
に新しい本荘公民館がオープンしました。
　子どもや高齢者を含めた多くの皆さまに利用してい
ただけるよう、平屋建てでバリアフリーにも配慮して
います。大きな特徴は、神社の社をイメージした外観
の入母屋屋根、その切妻部分から射す光が美しいホー
ル、そして、ＪＡから寄付していただいた米倉庫を改
修した「おかすがホール」です。
　多くの皆さまのご利用をお待ちしています。

聖地巡礼ツアー
9/27、10/3……14 時～

……市内
作中に登場する場所を巡る

ファン必見のツアー。

新しい本荘公民館がオープンしました！

■ 施設概要
所在地　あわら市中番下番入会地第１号５番地
休館日　毎月第３日曜日、祝日、年末年始
問合せ　本荘公民館　☎ 78-5874

竣工式・音楽のつどい
　８月２日（日）に開催した竣工式と音楽の
つどいでは多く
の地元の皆さん
が参加し、新し
い公民館の船出
を祝いました。

すくすく赤ちゃん
コーナー

～…一緒に遊ぼうね…～
赤ちゃんのおもちゃ

保育士への相談コーナー 

食育コーナー
～ 楽しく食べよう！～

野菜を使った
手作りおやつの試食 

離乳食の展示
食に関する五感を使った

楽しいゲーム 

ふれあい遊び・
チャレンジ遊びコーナー
～…くっつき遊びを

親子で楽しもう…～
親子で上手に

くっつけられるかな？

作ってわくわくコーナー
～…楽しく遊べる簡単おもちゃ

を作っちゃお !! ～
小さい子も大きい子も
簡単に作れるものを

用意しました。

わいわいシアター
コーナー

～…みてみて！楽しいよ！…～
劇「森のおんがくか」

10:00 ～ 10:15
11:45 ～ 12:00
13:45 ～ 14:00

絵本コーナー
～…親子で絵本を読もう…～
こども園で人気の絵本！

【読み聞かせ】
11:00 ～
12:00 ～
13:00 ～

ちはやふる week in あわら
 2015

百人一首大作戦
9/26～ 10/4　市内
市内のお店を巡って、
特製カードをゲット！

　昨年大好評だった「ちはやふる week in あわら」を今年
も開催します！期間中は、百人一首のカードを集めながら
まち歩きを楽しむ「百人一首大作戦」やかるた教室、聖地
巡礼ツアーなど、楽しい企画が盛りだくさんです。
　イベントの詳細は、期間中に市内各所に配布するパンフ
レットや公式ホームページをご覧ください。

問合せ　観光商工課　☎ 73-8029ちはやふる week 検索

和室
ホール

おかすがホール

▲デザインは
イメージです。

スタッフ用オリジナルＴシャツをプレゼント！

　芸術の秋、あわら温泉の旅館で全国から公募した力作
ぞろいの自主制作映画を観賞しませんか。あなたの投票
で湯けむりグランプリが決定します！
　最終日の 11 日には、入賞候補作品を上映し、グラ
ンプリを発表。田中光敏監督から講評をいただきます。
11 日の来場者には、豪華景品が当たる抽選会も行いま
すので、ぜひご参加ください。
　また、２会場回るとチケットの半券がお得なクーポ
ンになります。
　上映旅館やスケジュールは公式ホームページをご覧
ください。
と　き　10 月４日（日）～ 11 日（日）
ところ　あわら温泉の協力旅館
チケット料金　500 円（期間中何度でも入場可能）
チケット販売所　 おしえる座ぁ、上映旅館
問合せ　あわら湯けむり芸術祭実行委員会

（あわら市観光協会内）☎ 78-6767
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  ～ 10/4

※ ちはやふる week および芸術祭は、HEECE 構想
スタンプラリーの対象です。
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