「あわら健康ときめきチャレンジ」
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～ つけよう運動習慣！ためよう健康ポイント！～

郷土歴史資料館 だより

ときめき
チャレンジ

関連イベントは、
このマークが
目印！

若いうちから、運動やスポーツを通して運動習慣をつけることは、生活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすことにつながり

ます。市民の皆さんが取り組む健康づくり活動にポイントを付けて、健康づくりを推進します。

平成 31 年度

第 1 回ふるさと講座

開催！

市内文化財

市が行うイベントに仲間と一緒に積極的に参加して、チャレンジしてみませんか。

ミニ展示開催！

対 象 18 歳以上の市民

平成 31 年度第１回目のふるさと講座を開催します。

地域にある貴重な文化財のミニ展示を開催します。

ながら、あわら市・坂井市域を潤した県下最大規模の用

しょうか。今回は、東大寺桑原荘の跡で発見された市指

なる か

九頭竜川の水を鳴鹿で取り入れ、多くの用水を分流し
じゅうごうようすい

水「十郷用水」は、現在パイプライン（埋設）化されて
います。

この用水は、かつて鹿が通った跡にできたという伝説

と長い歴史をもっています。その伝説と歴史を関連資料
とともに、みくに龍翔館学芸員の角明浩氏にお話しいた
だきます。

と き ５月 25 日（土）13 時 30 分～
ところ 金津本陣 IKOSSA ３階
演 題 十郷用水の伝説と歴史

皆さんはあわら市内にどんな文化財があるかご存じで

定文化財の漆塗椀など５点の指定文化財を展示します。
市内の文化財を知るきっかけになると思いますので、皆

期 間 ４月～２月
応 募 応募用紙は、健康長寿課窓口やイベント会場、健診会場で配布するほか、
ホームページからもダウンロードできます。

問合せ 健康長寿課

☎ 73-8023
内 容 次の①～④の取り組みや参加を通して、10 ポイント以上をためる
① 日々の健康づくり 必須

さんのご来館お待ちしています。

と き ４月 20 日（土）～５月 19 日（日）
ところ 郷土歴史資料館
入場料 無料

特別展示室

③ 運動や健康について学ぶ 最大３ポイント

どの種目も、いつでも、いくつからでも始められるスポー

誰もが気軽に楽しめる「ニュースポーツ」の教室を開

催します。ソフトバレーボールやラージボール卓球など、
ツです。家族や友人と一緒にぜひ気軽にご参加ください。
また、体力テストも同時に行います。健康づくりに役

④ みんなで参加して体を動かす 最大 14 ポイント

明浩 氏
（みくに龍翔館学芸員）
参加費 無料
定 員 30 人（申し込み不要）

立てるよい機会です。簡単なテストで自分の体力年齢を

・市のウォーキングやスポーツイベントに参加して
スタンプをもらう

▲漆塗椀（市指定文化財

▲埋設前の十郷用水

郷土歴史資料館（金津本陣 IKOSSA ２階）
休館日

参加者募集！
前期 NEW スポーツ・チャレンジデー

・講座や教室を受ける

講 師 角

月曜日・第四木曜日（祝日の場合はその翌日）

開館時間 9 時 30 分 ～ 18 時（最終入館 17 時 30 分）
問合せ ☎ 73-5158

FAX

73-1038

確かめてみませんか？

と き ５月 22 日～７月 10 日

毎週水曜日
（全８回）19 時 30 分～ 21 時
ところ トリムパークかなづ
（５月 22 日～６月 12 日）
農業者トレーニングセンター
（６月 19 日～７月 10 日）
参加費 １人 500 円または１家族 1000 円
（８回分）
申込み スポーツ課 ☎ 73-8043
FAX 73-1350

10 ポイント以上ためて応募用紙を健康長寿課窓口に
提出すると、10 ポイントごとに賞品がもらえます
（応募 11 月 11 日（月）～３月 10 日（火））

工芸）

maibun@city.awara.lg.jp

さらに、応募用紙を提出した人の中から抽選で、豪華景品
（あわら温泉ペア宿泊券）が５人に当たります！

金津雲雀ヶ丘寮は 70 周年を迎えました

とき
めき
チャ
レン
ジ

最大２ポイント
・自分の健康づくりの目標をたて３カ月以上継続する
② 体のチェック 必須 最大５ポイント
・特定健診やがん検診を受ける → 12 ページ参照
・体組成計（公民館に設置）で測定する

研修室１

▲ポイントをためると、豪華景品
（あわら温泉ペア宿泊券）が当
たるかも？

―設立 70 周年記念ロゴマークを作成―

通行規制に関するお知らせ

金津雲雀ヶ丘寮は、昭和 24 年４月１日に生活保護法に

基づく定員 24 世帯の「県立宿泊提供施設」に始まり、今

譲渡されて「金津雲雀ヶ丘寮」に生まれ変わりました。時

JR 芦原温泉駅東側市道一部通行止めの
時間変更について

理者となって、養護老人ホームや特別養護老人ホームをは

めですが、次のとおり、一部区間（C 部）が原則夜間開放から全日歩

について、消雪工事および舗装改良工事のため、次のと

業状況によっては、夜間通行止めや通行止め期間が延長になる場合も

と き ５月７日（火）～７月 31 日（水）８時～ 17 時

年で設立 70 年目を迎えました。昭和 25 年に
「福井県雲雀ヶ
丘寮」と命名された後、昭和 61 年に旧金津町に全施設が

代の変遷に伴い、現在はあわら市社会福祉協議会が指定管
じめとする介護保険サービス、障害福祉サービスを提供す

る県下では大規模な社会福祉施設として運営されています。
設立 70 周年を契機に、これまでのあゆみと業績に感謝

広報あわら１月号でお知らせした JR 芦原温泉駅東側市道の通行止

ロゴマークの作成にあたっての思い
たくさんの「ありがとう」という魔法のコトバを利

の意を表す「設立 70 周年記念ロゴマーク」を職員の中か

用者さま、地域の皆さまそして職員の間でも交わし続

た思いをさまざまな機会を通して伝えるとともに、80 周年

さまで古希を迎えることができました。このロゴマー

寮であり続けるようサービス提供に取り組んでいきます。

が楽しく集まっているイメージで描きました。

ら募集し、作成しました。今年は、このロゴマークに込め

に向けて、これからも愛し愛されるあわら市金津雲雀ヶ丘

けて 70 年。桜の夜景の美しい雲雀ヶ丘寮は、おかげ
クは、そんな思いと「ひばりヶ丘」という丘でみんな
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▲現在の施設全景航空写真

堀口

問合せ あわら市金津雲雀ヶ丘寮

和江）

☎ 73-0144

あります。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
と き 令和元年５月１日～令和２年５月 31 日

終日
ところ あわら市自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目地係
問合せ 建設課 管理 G ☎ 73-8031

エイチアンドエフ

令和元年５月１日～
令和２年５月 31 日
終日
Ｃ

平成 31 年２月１日～
令和２年５月 31 日
８時～ 18 時 Ａ

令和元年５月１日～
令和２年５月 31 日
８時～ 18 時

Ｂ

JR 芦原温泉駅

天候の影響により、期間が変動する可能性があります。

ところ あわら市滝

（滝・新滝トンネル分岐部～滝交差点）
☎ 73-8026
〈工事について〉坂井農林総合事務所
☎ 84-8045

問合せ 農林水産課

〈北陸新幹線工事の窓口〉

あわら鉄道建設所（発注元） ☎ 43-0250
熊谷 JV（施工業者） ☎ 43-6137

※

滝・新滝トンネル
金津 IC

片側交互通行区間
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◀通行規制区間

（作成者：介護職員

おり、片側交互通行となります。

◀通行止め区間と時間

思っています。ありがとう。

フルーツライン ( 滝・新滝トンネル分岐部～滝交差点 )

道以外通行止めに変更になります。歩行者の通行は原則可能です。作

市営東口駐車場

これからも、いろいろな出会いを大切にし、愛し愛
されるあわら市金津雲雀ヶ丘寮であり続けてほしいと

▲宿泊施設時代の写真

フルーツラインの通行規制について

