
　

リアルタイムな
あわらの話題を
楽しく更新中。

あわら市 Facebook

スマホに「広報
あわら」が毎月
届く無料アプリ。

マチイロ
市の HP 上でイベント
の様子やあわらの輝
く人を動画で紹介。

ねっと de あわら

防災・就活支援・子
育て・婚活・動画更
新情報などを配信。

メール配信サービス

市 姫 荘

入浴 利用地区
10 月 × クラブ活動（カラオケ・民謡）
11 火 〇 細呂木 B
12 水 〇 金津
13 木 〇
14 金 〇 坪江Ａ・剱岳
18 火 〇 新郷・里方・本荘
19 水 〇
20 木 〇
21 金 〇 坪江 B
24 月 × クラブ活動（カラオケ・民謡）
25 火 〇 伊井
26 水 〇
27 木 〇
28 金 〇 吉崎・北潟・温泉・山方

　先月、市内の小学校で行われた卒業式を取材してきました。式が終わ
ったあと、卒業生たちが担任の先生と最後の学活をしていたのですが、
もらい泣きしそうで、うまくシャッターが切れませんでした。さらに親

や先生に感謝の気持ちを伝えている姿を見て、また感動！！来年も取材しようと決
意した日となりました。皆さんは、卒業式のこと覚えていますか？（知）

　毎年４月は、桜を描くと決めています。桜を描くのはこれ
で５回目なので広報のユコちゃんは５年目に突入です！今ま
での柔らかい色合いを鮮やかな色合いにしてみました
が、いかがでしょうか？今年度もユコちゃんをどうぞよ
ろしくお願いいたします！　（なかもとゆう）

「あわら贅沢」な人・
もの・ことを紹介。

「あぁ、あわら贅沢。」
サイト

リサイクルバンク

《ゆずります》

折り畳み式卓台、本棚、机、座卓、洋服たんす、

ダブルサイズのベッド、イルミネーション

用 LED ライト

問合せ　生活環境課　☎ 73-8017

　あわら情報はここからゲット！広報紙だけ

　じゃない！

第１回　あわらトリムクラブの紹介
　「あわらトリムクラブ」は平成 22 年（2010 年）2 月、市民
が気軽にスポーツ活動に参加できる場をつくるために設立されま
した。基本理念として「子どもたちからお年寄りまで、健康志向
の人から競技志向の人までが、さまざまな運動やスポーツを気軽
に楽しめる環境を構築し、健康で豊かな生活と活力に満ちた魅力
的なまちづくりに寄与していきます」となっています。「おいで
よ！！友達づくりに～」を合言葉に、会員・スタッフが和気あい
あいと楽しく活動しています。
　令和３年度は定期教室を 21 教室（内ジュニア対象 3 教室）、
フレンドリー教室を 4 教室開講しています。昨年度の会員数は大
人会員95人、ジュニア会員20人、
フレンドリー会員 24 人でした。
昨年度はコロナ感染の影響により
会員が大幅に減少しました。今年
度も「ウィズコロナ」の状況が続
くと思われますが、新型コロナウ
イルス感染防止に努めながら活動
していきます。多くの皆さまに入
会していただけるよう、スタッフ
一丸となって頑張ります。いつま
でも健康を保ちましょう！
　入会案内は、広報あわら 3 月号
にチラシを折り込んでいます。ま
た、あわらトリムクラブのホーム
ページ「あわらトリムクラブ」も
ありますので、ぜひご覧ください。

５月の老人福祉センター利用日

　坪江地区、細呂木地区の内訳は次のとおりです。
坪江Ａ　中川・東田中・瓜生・南疋田・北疋田・

次郎丸・御簾尾・北野・北・前谷・上野
坪江Ｂ　笹岡・熊坂・下金屋・畝市野々・牛ノ谷・

名泉郷
細呂木Ａ  滝・青ノ木・宮谷・坂口・蓮ケ浦・細呂木・

橋屋・樋山・細呂木駅前
細呂木Ｂ  山西方寺・柿原・山十楽・指中・沢・

嫁威・日の出・清王
　入浴は、入場制限を設けていますので、詳しく
は、お問い合わせください。
問合せ　社会福祉協議会　☎ 73-2253
※ 新型コロナウイルスの影響により、変更となる場合

があります。
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氏　名

川尻　陽友

宮越　陽大

浅川　　心

小林　結愛

松永　陽生

朝倉　羽音

竹澤　朔芳

三浦　遼真

田邉　　杏

橋爪　咲結

志田　芽咲

久保　　怜

齋藤　新太

淺田　咲穂

お父さん･お母さん

観光協会通信
あわら市観光協会から、旬のお知らせをお届けします。

◆「声の広報」をご希望の人は、あわら市社会福祉協議会（☎ 73-2253）へ

みんなで楽しく体を動かそう♪

おいでよ！！トリムクラブへ

あわらトリムクラブ事務局（農業者トレーニングセンター内）
問合せ　☎ 0776-97-8840　　　rsh97372@nifty.com

Instagram と Facebook で情報発信中！
フォローしてね♪

地域に根差した総合型地域スポーツクラブということで、会員
は高齢の人が多いですが、皆さん年齢を感じさせないくらい
元気です。若いインストラクターが多く、明るく楽しく行っ
ています。もちろん、若い会員さんも参加していますよ！

「ランチ・スイーツめぐりクーポン」春・夏版が販売中！

問合せ　商工労働課　☎ 73-8030

▲ 首・肩スッキリヨガ

問合せ・申込み　（一社）あわら市観光協会　☎ 78-6767（平日 ８時 30 分～ 17 時）

▶ 新店舗グルメ！

　４月からリニューアルし、春・夏バージョンとして登場して
います。新メニューや春夏にしか食べられないおやつも登場！
ガイドブックも春夏バージョンで装い新たに皆さまにお届け
します。もちろん人気のグルメ・旅館での入浴も継続中です。
特典には、温泉たまごづくり無料体験やセントピアあわら入
浴割引券も付いています。新登場のお店や新メニューもぜひ
チェックしてください！ 
販売場所　あわら市観光協会、セントピアあわら、ＪＲ芦原温泉駅観光

案内所、あわら温泉情報処おしえる座ぁ、Ｙショップヤマザキ、
清風荘、美松、白和荘、長谷川、馬忠呉服店、瑞香園、福乃家、
だるまや菓舗

販売価格　1200 円（税込）

▲ Instagram ▲ Facebook

商工労働課からのお知らせ

商業エリア空き店舗・空き家改修
事業補助金
　北陸新幹線芦原温泉駅開業に向け、ＪＲ
芦原温泉駅前や芦原温泉街の商業エリアで、
借り手がつかない店舗兼住宅の空き店舗や
空き家などを店舗として活用しやすくする
ため、改修費の一部を補助します。
対象エリアや要件など、詳しくは市のホー
ムページをご覧ください。
対象経費　　店舗改修費、備品費
補助率　　　対象経費の２分の１以内
補助限度額　【空き家、空き店舗兼住宅を

活用する場合】
500 万円　　※ 条件あり

【空き店舗を活用する場合】
250 万円

審査会　　　７月下旬予定
申込み　　　【期限】　７月 14 日（水）

食品加工施設等整備支援事業補助金

空き店舗情報バンクを開設しました！
　市では、空き店舗を有効活用するため、新規出店を考えている人など
に賃貸（売却）可能な市内の空き店舗の情報を募集しています。
　いただいた空き店舗情報は、市ホームページに掲載し、広く情報発信
をしていきます。登録方法など、詳しくは市のホームページをご覧くだ
さい。
対象者　空き店舗所有者、仲介業者　※ 暴力団関係者を除く。
登録料　無料

　北陸新幹線芦原温泉駅開業に向け、地域の食材などを活用した新商品の
開発および製造を行い、市の特産品としてブランド化を進める事業に対し、
その費用の一部を補助します。詳しくは、市のホームページをご覧ください。
対象事業　【必須】　加工施設・機械等整備事業

【任意】　加工品開発事業、販売施設・機械等整備事業、
提供施設・機械等整備事業

補助額　　対象経費の３分の１以内（上限 500 万円）
※ 補助対象経費の額が３千万円を超える場合は１千万円

審査会　　６月下旬予定
申込み　　【期限】　６月 16 日（水）

「北陸ミュージックストリート」
　イベントに出演するミュージシャンを募集
します。詳しくは、お問い合わせください。
と　き　土、日、祝日（１、２カ月に１回開催）

13 時～　
※ 初回は 4 月 29 日（木・祝）　13 時～

ところ　金津本陣にぎわい広場
問合せ　ＦｕｋｕｉＳｉｎｇｅｒ

Ｃａｒｎｉｖａｌ事務局
☎ 080-8690-2845
　carnivalfukui@gmail.com

▲ 健康エクササイズ

スタッフから一言
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