
　

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
１水 〇
２木 〇
３金 〇 細呂木 B
６月 × クラブ活動（カラオケ・民謡）
７火 〇 坪江Ａ・剱岳
８水 〇 金津
９木 〇

10 金 〇 新郷・里方・本荘
13 月 ×
14 火 〇 坪江Ｂ
15 水 〇
16 木 〇
17 金 〇 伊井
21 火 ×
22 水 ×
24 金 ×
27 月 × クラブ活動（カラオケ・民謡）
28 火 〇 吉崎・北潟・温泉・山方
29 水 〇
30 木 〇

　デジタルトランスフォーメーションって皆さん聞いたことあります
か？「デジタル変革」のことです。いわゆる「DX」です。私もあまり
詳しくはありませんが、簡単に言うと「たくさんあるデータを IT 機器

を使い、効率良く仕事するように変えていこう」いったところですかね。数年後、
映画やドラマで見るような近未来が広がっているかも・・・・　（知）

　８月は蓮
はす

を描きました。お盆を迎える８月は幻想的な夕暮れ
に想いを馳

は
せてどこかノスタルジックな気分になります。そん

な８月を描きたく、お祭り帰りのユコちゃんを描きまし
た。コロナが収まり、お祭りや花火大会など夏の風物詩
を楽しめる日が来ることを願います。　（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》

金津中学校冬用セーラー服（上下）

《ゆずってください》

炊飯器、電子レンジ、洗濯機、小さいタンス

（プラスチック可）、テレビ、ファンヒーター、

扇風機、海釣り用釣り道具、卓上ミシン

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！

９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、入場制限または緊急事態宣言などで利
用を中止する場合があります。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

佐藤功太良

中野　彩羽

北嶋　麗陽

佐孝　奏多

西川　茉那

藤岡　　律

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。

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

◆「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

あわらファンクラブ会員限定！５周年記念感謝祭♪

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）

◀ 
あ
わ
ら
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ

▲ すこやか体操教室

　あわらファンクラブ会員募集開始から、おかげさまで今年 5 周年を
迎えました。
　日頃の感謝を込め、お得にあわら温泉へ宿泊できる宿泊券をファン
クラブ会員さま限定で販売します。もちろん今から加入していただい
ても間に合います！数量限定ですので、お見逃しなく！！ 

宿泊券　　30,000 円分の宿泊券を 25,000 円の特別価格で販売
申込期間　９月１日（水）～９月 10 日（金）

※ 申し込み時点であわらファンクラブ会員であることが条件

利用期間　10 月１日（金）～ 11 月５日（金）
申込方法　あわらファンクラブ夏号の会報で案内
販売数　　55 枚

※ 申し込み多数の場合は、抽選
※ ファンクラブ会員数：2,541 人（７月 14 日時点）

第５回　出前教室とジュニア教室の紹介
　あわらトリムクラブでは定期教室やフレンドリー教室とは別
に、公民館教室の「すこやかクラブ」や「高齢者体操教室」の
ほか、各地区の区民館などに出掛けてレッスンする出前教室を
開催しています。レッスン内容は、地区の要望により内容は違っ
ていますが、高齢者を対象としたロコモ予防の軽めの体操を中
心に行っています。その他、ボールを使った体操やストレッチ、
ヨガ、音楽体操、頭の体操なども開催しており、皆さん楽しく行っ
ています。地区の人たちの集まりなので気軽に参加でき、体操
しながらのお話も弾みます。
　ジュニア教室ではなわとび教室や少林寺拳法、スポーツチャ
ンバラの３つの教室があります。昨年まではちびっ子サッカー
教室を開催していましたが、スポーツ少年
団やクラブ、スクールなどトリムクラブ以
外にサッカーをする環境が多くあるので、
今年から内容の変更と参加対象を引き下
げ、園児からでも楽しめる「なわとび教室」
に変更しました。人気は上々で小さな子ど
もたちが、楽しそうにさまざまな技に挑戦
しています。少林寺拳法もスポーツチャン
バラも少人数ではありますが基本の型から
始まって楽しく学んでいます。

孫が参加しています。現在は 8 人ほどで、年長さんから
小学生まで、なわとびはもちろん鬼ごっこやドッヂボール
など先生の考えたスケジュールに合わせて、楽しんで体を
動かしています。月 2 回の開催ですが、楽しすぎて次の
予定が待ちきれないようです。

なわとび教室会員の祖父より一言

御山開創 550 年記念事業
「激動の 1471 ～文明３年の越前、そして吉崎～」

基調講演会
　吉崎御山が開創された文明３年は、京を
中心に繰り広げられていた応仁の乱におい
て、重要人物であった朝倉孝景が西軍から
東軍に寝返り、越前にも大きな変動が起き
た年でした。全国を巻き込んだ大乱の中で、
越前、そして吉崎はどのような状況だった
のかを、大きな視点から見ていきます。
と　き　９月 23 日（祝・木）　14 時～
ところ　本願寺吉崎西別院　本堂
講　師　福井市教育委員会文化財保護課　藤川 明宏　氏
参加費　無料
定　員　先着 100 人（事前予約制）
申込み　８月 31 日（火）までに以下の問合せ先に

お申し込みください。
（メールでお申し込みの場合、受講者氏名、住所、

電話番号、メールアドレスを記載してください。）
問合せ　一般社団法人蓮如の里吉崎

☎ 090-8099-7870　　
rennyonosato@gmail.com

自筆証書遺言書保管制度
　法務局に自筆証書遺言書の保管を申請すること
ができます。この制度を利用すると、遺言書の紛
失や隠匿および改ざんなどを防止することができ
ます。詳しくは、法務省ホームページをご覧にな
るか、法務局にお問い合わせください。
問合せ　福井地方法務局供託課　☎ 22-4192

▲ホームページ

各地区の集落センターなどにお邪魔し、多くの人と触れ合
うことができ、とても楽しいです。運動の内容は脳トレや
筋トレ、リズム運動などあります。上手い下手に関わらず、
皆さん元気に笑顔で取り組んでいます。これからもあわら
市の皆さんの健康づくりにお役に立ちたいと思っています。

出前教室のインストラクターより一言

星に願いを 2021 ～街 HUB ランタンフェスティバル～
　全国のひとり親家庭を支援している一般社団法人ハートフ
ルファミリーが、「星に願いを 2021 ～街 HUB ランタンフェ
スティバル～」を開催します！夏の最後に子どもたちと最高
の思い出を作りませんか？奮ってご参加ください。
と　き　８月 29 日（日）　11 時～ 20 時
ところ　吉崎小学校、吉崎西別院、

吉崎東別院　など
対　象　どなたでも参加可能（事前予約制）
内　容　ブラザートムや地元ミュージシャンによる生ライ

ブ、スカイランタン、スーパーカー展示、竹あかり、
各ワークショップ、子ども食堂、マルシェなど

参加費　無料
問合せ　一般社団法人ハートフルファミリー

日野　☎ 090-4287-5077

申し込みはこちら

▲ なわとび教室
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