マイナンバーＱ＆Ａ

あなたにも、マイナンバーが通知されます

今、知りたい！

Ｑ１ マイナンバーとは？
A1

Ｑ2
A2

Ｑ3
A3

Ｑ4
A4

Ｑ5
A5

Ｑ6
A6

日本国内の全住民に割り当てられる、一人ひとり異なる12桁の番号で、
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号
が割り当てられます。

A7

導入の目的は？
公平 公正な社会の実現（所得や他の行政サービスの受給状況が把握し
やすくなり、不正な受給の防止に役立ちます。）
国民 の利便性の向上（年金や福祉などの申請に必要な書類が減り、国
民の負担が軽減されます。）
行政の効率化（迅速な行政支援を行うことが可能になります。）

いくつかのパターンが考えられます。
◦通知カードは世帯主様宛に郵送されます。家族の方が
既に預かっていませんか？
◦通知カードは簡易書留にて郵送されます。郵便局から
不在通知のお知らせは届いていませんか？
◦通知カードは住民票の住所地に郵送されます。永平寺
町に住民票を有していますか？

A8

社会保障関係の手続（年金の資格取得や確認、給付など）
税務関係の手続（税務署や県・市町村に提出する申告書など）
災害対策（被災者生活再建支援金の給付など）

Ｑ9
A9

マイナンバー制度は、安心安全なの？
なりすまし防止のため、本人確認が義務付けられており、適切に管理
されているかを、特定個人情報保護委員会が監視・監督を行います。

既に役場に戻っている場合もありま
すので、ご連絡をお願いします。

個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、
裏面にマイナンバー等が記載されＩＣチップが搭載されたプラス
チック製のカードです。

個人番号カードは何に使うの？
顔写真を貼り付けるので、本人確認の為に身分証明として利用で
きます。また、コンビニでの住民票交付や、電子申告による確定
申告（e-Tax）などにも利用できます。

A10

個人番号カードは強制ではありません。希望される方に交付されます。なお、
希望される方は申請の際に顔写真が必要となります。

Ｑ11 個人番号カードはいつから交付になりますか？

マイナンバーが記載された紙製のカードです。
また、マイナンバー以外に氏名、住所、生年
月日、性別等が記載されています。無くさな
いように保管してください。

A11

通知カードはどのように入手できるの？
平成27年11月上旬以降、東京の地方公共団体情報システム機構という
組織から、世帯主様宛に簡易書留にて郵送されてきます。11月上旬か
ら11月下旬にかけては郵便物の確認をお願いします。

個人番号カードはどのように

 	

61-3945

個人番号カードは平成28年1月以降から交付となります。
申請は通知カードが届き次第、申請してもらっても構いません。

Ｑ12 入手できるのですか？
A12

マイナンバー制度への移行に伴い、平成27年12月22日（火）17時より現行の
公的個人認証サービスの有効期限更新ができなくなります。
“平成28年3月末までに有効期限を迎える方で、e-Taxを利用した平成27年分の
確定申告を希望される方”は、平成27年12月22日までに更新の手続きが必要です。
詳しくはお問合せください。
住民生活課

場に通知カードが戻されます。

Ｑ10 個人番号カードは強制ですか？

通知カードとは何ですか？

問合せ

郵便局での保管期間を経過すると役

個人番号カードとは
Ｑ8 何ですか？

どんな時に利用するの？

公的個人認証サービス（e-Tax）
機能更新について重要なお知らせ

03

通知カードが
Ｑ7 郵送されて来ないのだけれど

個人番号カードは希望される方に交付されるカードのた
め、申請が必要になります。通知カードに付属している
申請書に必要事項を記入し顔写真を添付のうえ、東京の
地方公共団体情報システム機構という組織に返信用封筒
で郵送してください。

スマートフォンやパソコンからでも申請

は可能です。スマートフォンで申請する
場合、スマートフォンで撮影した顔写真
を使用できますので、大変便利です。
なお、希望者に交付されるカードなの
で、申請は強制ではありません。

Ｑ13 従来の、住基カードはどうなるの？
A13

現在お持ちの住基カードは、更新時期が来るまでご利用になれます。なお、住
基カードと個人番号カードを両方所有することはできません。個人番号カード
を交付する際に住基カードを回収します。
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05
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地域の防災力を高めよう
10月18日（日）に、永平寺町では、「災害発災時における地域防災力の向上と連携の強化」を目的に町総
合防災訓練を実施します。みなさん一人一人がもう一度身の回りで起こる災害について考え、「自らの生命
じ じょ
は自らが守る」という「自助」の意識、そして各地区における自主防災組織での「自分たちの地区は自分た
きょうじょ
ちで守る」という「共助」の意識を共有し、地震が発生したときでも適切な行動がとれるように、防災訓練
に積極的に参加して防災行動力を高めましょう。

地震から身を守る10のポイント
①まずはわが身の安全を

座布団などで頭を保護しながらテーブルの下な
どに隠れる。身近に何もない場合は手のひらを下
にして手で頭をおおう。家具の転倒にも注意が必
要。

②すばやく火の始末を

ガスコンロやストーブなどの火を確実に消す。
ひどい揺れの時は、やけどなどを防ぐため、揺れ
がおさまってから。ガスや電気は元から切る。

③脱出口の確保を

揺れが激しいと建物がゆがみ、ドアなどが変形
して開かなくなることがある。揺れの合間をみて
ドアや窓を開け、逃げ道を作っておく。

④火が出たら初期消火を

「火事だ！」と大声で叫び、近所の協力を求める。
火が天井へ移る前に消火できるかがポイント。
119番は落ち着いて要点を手短に。

⑤外へ逃げるときはあわてずに

揺れがおさまっても、外にはいろいろな危険が
隠れていることがある。ヘルメットや防災ずきん
で頭部を保護する。落下物にも要注意。

消火栓ホース
格納箱の
備品盗難に
ご注意を！

～地震が起きたら～

⑥狭い路地や川べり
には近寄らない
ブロック塀や自動販売
機などは倒れやすいので
要注意。屋外ではすみや
かに公園等の広場へ避
難。川べりからは、すみ
やかに離れる。

⑦山崩れ、がけ崩れに注意

防災訓練日における災害の設定

地震災害（想定）
10月18日 8時00分ごろ、福井県嶺北地方を震源として、地震の規模(マグニチュード)7.1、福井で震度
7の地震が発生。永平寺町では、家屋の崩壊、ライフラインの破損、人的な被害も発生。

訓練の内容

全地区対象

地 区 別
訓 練
各地区単位で実施
する訓練です。

住んでいる場所の状況を知っておくことが大
切。危険を感じたら、すぐに避難と通報を。

⑧最小限の荷物で、歩いて避難する

緊急車両の通行を優先するため、車の使用は控
える。集団で歩いて避難場所へ移動。

⑨みんなで助け合って応急救護を

子どもやお年寄り、障害者など災害時要援護者
に気を配り、みんなで協力して、けが人や病人の
救護を。

⑩正確な情報により、冷静な行動を

うわさやデマに振り回されないよう、携帯ラジ
オや無線機により正確な情報の収集を。

全国各地において、消火栓ホース格納箱から筒先等の金属製品が盗まれる
事案が発生しています。永平寺町の各地区におきましても、定期的に消火栓
ホース格納箱の点検・確認をお願いします。
消火栓ホース格納箱周辺で、不審な人物や車を見かけたときは110番まで
通報をお願いします。

61‐0179
永平寺町消防本部・署
防火・防災および
自主防災組織訓練の相談は、
上志比分署
64‐2180
最寄りの消防署へ
http://www.shobo.town.eiheiji.lg.jp

61‐0168

火災・救急・救助は119番

上志比地区

全 体
訓 練
今回は上志比地区
を中心に実施しま
す。

時
場

間：8時00分〜
所：地区で決められた避難所

※区長・自主防災組織などから
連絡があります。

町内各地区で避難訓練などを実施

大地震の発生では、まず身の安全を確保す
るとともに、地区避難所へ避難してください。
また、地区の自主防災組織を中心に安否情報確認、情報伝達訓練、防災テント組
み立てなど各種訓練を実施しましょう。
また、日頃から、地震・洪水・土砂災害のハザードマップでお住まいの地域の
危険箇所を確認しておきましょう。

時

間：9時15分〜 11時30分

場

所：上志比グラウンド
上志比文化会館サンサンホール

全体訓練（上志比地区住民）

避難訓練、避難所開設・運営訓練、給食給
水訓練、AED・心肺蘇生訓練、初期消火訓練、
濃煙体験、ボランティアセンター開設、全体講習会などを通じて、防災対策を習
得します。（一般見学自由）

主な実施内容（予定）

本年は、各地区集会場等（一時避難所）から上志比グラウンド（指定緊急避難
場所）更に、上志比文化会館サンサンホール（指定避難所）への段階的な避難訓
練を実施します。

地区別訓練、全体訓練とも小雨決行します。
また、警報の発令や災害が発生し、訓練がで
きないと判断された場合は、7時頃に、防災
行政無線放送、または区長・自主防災組織リー
ダー宅への電話等にてご連絡します。

お知らせ

訓練当日、防災行政無線による放送、
エリアメール、登録制メール、ホーム
ページ、ケーブルテレビ、フェイスブッ
クにより、避難情報等のお知らせを行
いますので、ご留意ください。
問合せ
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総務課生活安全室

61-3941

06

平成27年国勢調査

平成28年度入園申込みについて
幼稚園・幼児園（保育園）等の利用を希望するには、在住の市町村
から教育標準時認定もしくは、保育認定を受ける必要があります。

認定を受けるには
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て支援課へ提
出ください。
※申請用紙は子育て支援課にて配布いたします。
（在園児については、
園で配布いたします）
※認定申請は入園希望申請を兼ねます。

●国 勢調査は、平成27年10月１日現在、日本に住ん
でいるすべての人及び世帯が対象です。
●平成27年国勢調査は、少子高齢化社会における日本
の未来を描く上で欠くことのできないデータを得る
ために実施するものです。調査結果は、さまざまな
法令にその利用が定められており、私たちの暮らし
のために役立てられます。
●調査票には、あなたの世帯の世帯員をもれなく記入

（土・日・祝日を除く）

〈国勢調査コールセンター〉
会

10月7日までに提出

してください。
●記入いただいた調査票は、10月７日までに、調査員
に直接提出いただくようになります。
●統計法では、調査の対象となる者に対し、調査票に
記入して提出する義務（報告義務）を定めています。
※万一、調査票が届いていない場合は、永平寺町総務
課にご連絡ください。

（永平寺町総務課国勢調査係）０７７６－６１－３９４１

認定申請期間 11月2日（月）～ 11月20日（金）
入園説明会開催日時

調査票の提出はお済みですか

0570 ｰ 07 ｰ 2015

場

10月27日（火） 19時30分～

上志比幼児園

10月28日（水） 19時30分～

志比幼児園

10月29日（木） 19時30分～

大会議室（消防庁舎3F）

※ＩＰ電話の場合

03 ｰ 4330 ｰ 2015

■設置期間／平成27年10月31日まで
■受付時間／午前8時～午後9時(土・日・祝日も可)
※おかけ間違いのないようにご注意ください。※ナビダイヤルの通話料
金は、一般の固定電話の場合、全国一律で市内通話料金でご利用いただ
けます。携帯電話・PHSの場合は、それぞれ所定の通話料金となります。
※IP電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

総務省・福井県・永平寺町

入園希望の人はご都合の良い日にお越しください。

※年度途中入園について
産休・育休明けなどの理由で来年度の途中入園を希望する人も、必ずこの期間中にお申
込みください。
申込・問合せ
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子育て支援課

61-7250
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9月10月は健診受診推進月間！
だ 図 みんなで受けようがん検診！

保健通信

よ書
り館

増えている 大腸がん
乳幼児健診日程
健診・相談内容

対

象

児

日程

受付時間

場所

午後1時30分～
2時まで受付

松岡保健
センター

1歳6 ヶ月児健診

平成26年2月1日～ 3月15日生まれ

10月7日（水）

3歳児健診

平成24年8月1日～ 9月15日生まれ

10月9日（金）

いい

元気、長生き、11からだ！

平成27年度

10月 ～12月までの集団健診のお知らせ
大腸
がん

肺がん

10月 8日（木） 松岡保健センター

○

○

○

○

○

○

10月17日（土） 松岡保健センター

○

○

○

○

○

10月27日（火） 商工会永平寺支所

○

○

○

○

○

11月 6日（金） 松岡保健センター

○

○

○

○

11月11日（水） 上志比保健センター

○

○

○

11月28日（土） 松岡保健センター

○

○

12月 3日（木） 松岡保健センター

○

12月13日（日） 松岡保健センター

－

場

所

前立腺 肝炎ウイ
乳がん
がん ルス検査

子宮頸
がん

骨密度

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

－

○

○

－

オ ス ス メ 図 書

●実施期間 平成28年1月30日（土）まで
●問合せ 松岡保健センター

●実施期間 平成28年1月30日（土）まで
●申込み 松岡保健センター

いい

永平寺町健康づくり11からだ条
第10条

健康診査を1年に1回は受ける
～なにはなくとも健診です！～

自分自身の健康状態を
正しく知ることは、すべ
ての健康づくりや生活習
慣病予防の基本です。食
生活の改善や適度な運動
とあわせて定期的に健
診・検診を受診すること
が大切です。

治療

翌年も便潜血検査

異常なし

がん検診で、「異常あり」と判定されても、「がん」とは限りません。しかし、何らかの疾患の疑いがあります
ので、「異常あり」と判定されたら、必ず精密検査を受けましょう。
大腸がんの精密検査は、大腸内視鏡検査等です。治療も早期の大腸がんであれば、お腹を切らずに内視鏡で取
特 10
り除くことができるものもあります。大腸がん治療の選択肢も大幅に増えています。
10
設月

案 行の
事
がん検診についての情報は
内

検索
http://www.gan-net.fukui.jp/
お
知 ら せ

個別検診機関の情報と予約も
「がんネットふくい」から！

～「がん検診受診勧奨事業」のお知らせ～

がん検診受診率の向上とがんによる死亡率を減らすため、福井
県と永平寺町が協力し、電話でがん検診をおすすめする事業です。
対象となる方には、福井県がん検診受診勧奨センターから「がん
検診受診のお願い」の電話がありますので、
ぜひ受診してください。
☆福井県がん検診受診勧奨センター
98-8015 ～ 8017
問合せ

松岡保健センター

61-0111

新鮮な野菜と、こだわりの手作り惣菜が並ぶ農産物直売
所。お弁当・オードブルなどのご注文も承ります。出荷
者も随時募集中です！

営業時間
定 休 日

お申し込み・問合せ 松岡保健センター TEL.61-0111
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がん

月の
特設
コーナー

高齢者健診（個別）…申し込みが必要です

精密検査

異常なし
または良性の病変

●集団健診をご希望の人は、松岡保健センター（61-0111）にお申し込みください。
●詳しくは、４月に各戸配布した「健診のお知らせ」をご覧ください。

がん個別検診

新 着 図 書

異常あり

がん検診

胃がん

時

61-7117 開館時間▶10時〜 18時
※町立図書館は火・木曜日10時〜 20時
63-3111
64-3170 貸出▶書籍資料10冊 視聴覚資料2点まで

です。
大腸がんの場合、早期に発見し治療が行
われれば90%以上が完治すると言われてい
ます。早期の大腸がんでは、ほとんど自覚
症状はありません。症状があり病院で見つ
かる場合は、進行がんであることが多いの
です。大腸がん検診でみつかるがんの約60%は、完治が見込める早期がんです。一方、自覚症状が出てから病院
で見つかるがんの約80%は進行がんと言われています。40歳代から大腸がんの罹患率が高くなります。大腸がん
検診の定期的な受診で大腸がんでの死亡率が60 ～ 80%減ります。
早期の段階でがんを見つけて治療するため、自覚症状がない時にこそ、定期的に検診を受けてください。

大腸がん
検診の流れ

一般健診
特定健診
高齢者健診

日

がんは、自覚症状がないまま進行してい
●町立図書館（松岡）
●町立図書館永平寺館
くため、がん検診を受けて、早期のうちに
●町立図書館上志比館
がんを発見し、治療をおこなうことが大切

午前 9:30 〜午後 7:00
なし（毎日営業）

月〜金曜日は移動販売車が運行中です。新鮮でお値打ち
の商品が満載です。
電話：0776ｰ97ｰ8161

松岡支店
永平寺支店

61-1200 上志比支店
TEL 63-3220 福井医大支店

TEL

64-2323
TEL 67-1900
TEL

10

INFORMATION

お知らせ

「おいしいね！永平寺」
料理コンテスト
参加者募集
町の特産品（玉ねぎ、にんにく、人参、ピ
クニックコーン、れんげ米など）を使用した
料理コンテストの参加者を募集します。詳細
は、町のホームページを見て、どしどしご応
募ください。
募集期間 9月25日～ 10月30日（〆切）
今年のテーマ
毎日を頑張っている
大切なあなたへ！

竹の皮を使った
ちょっと贅沢なおむすび弁当

問合せ

農林課
61-3947
MAIL
nourin@town.eiheiji.lg.jp
メール

学校給食サロン

61-3400
※住所・氏名・連絡先をお聞きします。

か

≪死亡一時金≫
第1号被保険者として保険料を納めた月数（4分の
3納付月数は4分の3月，半額納付月数は2分の1月，
4分の1納付月数は4分の1月として計算）が36月以
上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けな
いまま亡くなった時、その方によって生計を同じく
していた遺族（1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、
5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方）
に支給されます。
◦死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて
120,000円～ 320,000円です。
◦付 加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、
8,500円が加算されます。
◦遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは
支給されません。
◦寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選
択します。
◦死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日
から2年です。

祖国のため尊き生命をささげられた英霊に対し、感
謝と追悼の誠を捧げるため行います。
町民の皆様の参列をお待ちしております。
日時 11月6日（金） 午前10時より
問合せ 住民生活課
場所 上志比文化会館サンサンホール
お申し込み・問合せ 松岡保健センター TEL.61-0111
福井年金事務所
61-3920
問合せ 福祉保健課
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61-3945
23-4518

火

水

木

金

土

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11/1 2

3

4

5

6

●町立図書館（松岡）
●町立図書館永平寺館
●町立図書館上志比館

7

61-7117 開館時間▶10時〜 18時
※町立図書館は火・木曜日10時〜 20時
63-3111
64-3170 貸出▶書籍資料10冊 視聴覚資料2点まで

新 着 図 書

『脳の体操』

なるほどデザイン
加藤 俊徳／監修

（Ｇａｋｋｅｎ）

友達なのに名前が出てこない。どこに
片付けたか思い出せない。そんな経験を
お持ちの方も心配ご無用!? 脳はいくつ
になっても成長できる、という加藤医学
博士が監修した「脳の体操」クイズで、
記憶力アップに挑戦してみませんか？

ふ

≪寡婦年金≫
第1号被保険者として保険料を納めた期間（免除
期間を含む）が25年以上ある夫が亡くなった時に、
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持され
ていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給
されます。
◦年 金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算し
た老齢基礎年金額の4分の3。
◦亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であっ
た場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は
支給されません。
◦妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場
合は支給されません。

月

オ ス ス メ 図 書
一般書

■休館

日

筒井

絶対に見られない世界の秘宝99

岩波書店編集部/編

多角形百科

細矢

『おおきな きが ほしい』
佐藤 さとる／文

村上 勉／絵

（偕成社）

かおるが考えた大きな木には、木の幹
に開いたほらあなの中に梯子があって、
そこから続く木の上の小屋の中ではホッ
トケーキを焼くこともできます。大人は
子どもの頃を懐かしみながら、子どもは
自分だけの大きな木を想像しながら楽し
める一冊です。

特 10
月
案設行の

内事

●おもしろとしょかん
町立図書館（松岡）毎週土曜日
10:30～11:00
永平寺館 第2・3土曜日 11:00～11:30
上志比館 第3土曜日 10:30～11:00

お 知 ら せ
●町立図書館に、新しいDVDが入りました
DVDは、
「舟を編む」
「ベイマックス」
「アベン
ジャーズ」などの計13作品です。貸し出しは、所
蔵館である町立図書館からのみとなります。また、
インターネットからの予約はできませんので、ご
了承ください。
み そ ひ と も

じ

●ミニ展示「短歌:三十一文字の世界」
かたばみ短歌会の会員による作品展示です。短
冊に書かれた短歌の世界をお楽しみください。
期間：10月1日（木）～ 30日（金）
場所：町立図書館（松岡）

治夫/編

子どものうつがわかる本

下山

晴彦/監修

デトックス・ベジBESTレシピ

庄司

いずみ/著

図解でよくわかる土壌微生物のきほん

横山

和成/監修

メモや手紙でちょこっとおりがみ
児童書

美希/著

ダニエル・スミス/著

私の「戦後70年談話」

Yumika/著

本質を見通す100の講義

森

砂の街路図

中島

子どもたちへ、今こそ伝える戦争
波のそこにも
かじってみたいな、お月さま

譲/著

たい子/著
長

新太/著

末吉

暁子/作

フランク・アッシュ /えとぶん

としょかんへいこう
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博嗣/著

佐々木

院内カフェ

月の
特設
コーナー

「今の学校給食はどんなもの?」
「もう一度、大好きだっ
た給食を食べてみたい!」という方、ぜひ、この機会に
お近くの中学校へお越しください。
福井名物の醤油カツ丼や、地場産野菜をふんだんに
使用した給食になっています。
開催日 11月10日（火）上志比中学校 12:20
11月13日（金）永平寺中学校 12:20
11月14日（土）松岡中学校
11:45
各会場 限定15食（申込先着順）1食 300円
申込期間 10月13日(火) ～ 10月23日(金)
申込み 永平寺町教育委員会 学校教育課

永平寺町戦没者追悼式

だ図
よ書
り館

国民年金第1号被保険者独自給付
保健通
信

≪付加年金≫
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料
に付加保険料（月額400円）をプラスして納付すると、
老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
◦付加年金の年金額は、
200円×付加保険料納付月数。
◦お申し込み先は、永平寺町役場本庁及び各支所窓
口です。
◦付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる
終身年金ですが、定額のため、物価スライド（増額・
減額）はありません。
◦国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付
できません。
◦付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになり
ます。納付期限は翌月末日（休日・祝日の場合は
翌営業日）です。納付期限を経過した場合でも、
期限から２年間は付加保険料を納めることができ
ます。

10月開館カレンダー

斉藤

洋/作

■町立図書館（松岡）名画にまつわる話
■町立図書館永平寺館
（一般書）短編集
（児童書）秋を感じよう
■町立図書館上志比館 秋と言えば…

●ぷち★ぎゃらりい in 永平寺館
「夫婦で写真展」
星や風景、風物などの写真の展示です。夫婦二
人の視点などの違いも楽しんでください。
期間：10月1日（木）～
11月29日（日）
場所：永平寺館
作品提供：波多野公人・敏子 氏
（松岡葵1丁目在住）

●図書館からのお願い
図書館から借りたビデオを見た後は、巻き戻し
てから返却してください。また、
DVDやCDは、
ディ
スクが傷つかないように気を付けて取り扱ってく
ださい。よろしくお願いいたします。

12

秋季粗大ごみ収集
（永平寺地区）
役場永平寺支所裏側駐車場
8：00〜11：00

27

年︼

4

2015 10-11

カ レ ン ダ ー

日
10/

︻平成

町民

月

火

5

子育て相談
松岡福祉総合センター
13:00〜16:00
公）
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会 14：00〜15:30
永平寺町シルバー人材センター2階会議室

6

AED救急講習会
消防本部２階 13:00〜14:00
プラレールであそぼう
松岡児童館 10:00〜11:30
ジャンボたこあげをしよう
志比児童館 10:00〜12:00
おやこ食育教室
上志比児童館 10:00〜12:00
プラレールであそぼう
松岡児童館 10:00〜11:30
お父さんとあそぼう
上志比保健センター 9:30〜11:30
松岡福祉総合センタ− 開館日 8：30〜17：15

18

子 育 て 応 援 の日

12

体 育 の日

役場窓口延長 19:00 まで
絵本読み
上志比保健センター
9:30〜11:30

13

永平寺町敬老会 １０：３０〜
（松岡地区）
松岡小学校体育館

月

役場窓口延長 19:00 まで

リズムを感じて・運動会ごっこ
上志比保健センター
9:30〜11:30

7

木

第１９回自衛消防操法大会
ゆめパーク 13:00
お誕生日会
松岡児童館 9:30〜11:30
ママのためのおしゃべりサロン
「身体計測・育児相談」
松岡保健センタ− 10：00〜
1歳6ヶ月児健診（Ｈ26.2.1〜3.15生）
受付13：30〜14：00 松岡保健センタ−
行政相談 13：30〜15：30
やすらぎの郷

8

14

15

ママのためのおしゃべりサロン
「ベビービクス教室」
松岡保健センタ− 10：30〜
人権相談 13：30〜16：00
永平寺町役場永平寺支所

金

第１９回自衛消防操法大会（予備日）
ゆめパーク 13:00
絵本読み聞かせ
永平寺保健センター
10:30〜11:30
福祉総合相談 13:30〜16:00
永平寺老人福祉センター

青 少 年 育 成 の日

福祉総合相談
やすらぎの郷

健診結果相談会（9/11健診分）
受付 9：30〜10：00
永平寺保健センター
3歳児健診
（Ｈ24.8.1〜9.15生）
受付13：30〜14：00
松岡保健センタ−
散歩に行こう
上志比保健センター 9:30〜11:30

16

今月の納税
町 ・ 県 民 税
国民健康保険税

土

9

おはなしのへや
町立図書館 10:30〜11:00
おはなし会
町立図書館（永平寺館）
11：00〜11:30
結婚相談
町立図書館２階視聴覚室
13:30〜15:30

松岡福祉総合センター
受付 9:30〜

民話紙芝居
町立図書館 10:30〜11:00
おはなし会
町立図書館（永平寺館）
11：00〜11:30
おもしろとしょかん
町立図書館（上志比館）
10:30〜11:00
結婚相談
町立図書館２階視聴覚室
13:30〜15:30

（口座振替も同日です）

アイコンガイド

各地区児童館
松岡児童館
61−0750
志比児童館
63−3111
上志比児童館
64−3100

●開館 8:30〜

アイコンガイド

子育て支援センター
コアラのおへや

図書館
（全館）
休館日

19

支援センター開放
永平寺保健センター
9:30〜11:30

61−3550

育児相談・身長、体重測定
永平寺保健センター
10:00〜11:30

永平寺町総合防災訓練
地区別訓練 8:00
全体訓練
9:15〜
サンサンホール

第3 期
第4 期

11月2日（月）

10

17
永平寺町なかよし運動会

13:30〜16:00

10月

保 存 版

は、
児童館、
子育て支援センター開設日です。

水

図書館
（全館）
休館日

11

月

家の中に貼ってご活用ください。

20

役場窓口延長 19:00 まで

絵本読み
上志比保健センター
9:30〜11:30
公）
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会 14：00〜15:30
永平寺町シルバー人材センター2階会議室

21

ママのためのおしゃべりサロン
「身体計測・育児相談」
松岡保健センタ− 10:00〜
幼児園交流
なかよし幼児園 10:00〜11:00
行政相談 13:30〜15:30
松岡福祉総合センター

22

健診結果相談会
（9/28健診分）
受付 9：30〜10：00
松岡保健センター
お話し会
志比児童館 16:00〜16:30
無料法律相談
松岡福祉総合センター
13:00〜16:00

23

コアラでお話し会
コアラのおへや 9:30〜11:30
育児相談・身体測定
上志比保健センター
9:30〜11:30

図書館
（全館）
休館日

24

おもしろとしょかん
町立図書館 10:30〜11:00
児童館の映画界
松岡児童館 10:00〜12:00
ハロウィンを楽しもう
志比児童館 10:00〜12:00
オセロ大会
上志比児童館 10:00〜12:00
結婚相談 13:30〜15:30
町立図書館２階視聴覚室
松岡福祉総合センタ− 開館日
8：30〜17：15

●毎週火・金曜日
●御陵地区コミュニティー消防センター
●9：30〜11：30

ちびっこ広場

☎61−0750

●毎週水曜日
●松岡児童館
●9：30〜11：30

たんぽぽのおへや

25

11/

1

26

省 エネ の日

27

役場窓口延長 19:00 まで

図書館
（全館）
休館日

秋の遠足 9:30〜11:30
上志比保健センター
ひとり暮らし高齢者の集い
大江戸温泉 あわら
9:00〜17:00
入園説明会
上志比幼児園 19：30〜

2

3

文 化 の日

ママのためのおしゃべりサロン
「身体計測・育児相談」
松岡保健センタ− 10：00〜
幼児園交流
西幼児園 10:00〜11:00

図書館
（全館）
休館日

●永平寺町役場
（本庁） ６１-１１１１

15

ママのためのおしゃべりサロン
「育児講演会
（母乳相談会）
」
松岡保健センタ− 10：30〜
幼児園交流
松岡幼稚園 10:00〜11:00
人権相談 13：30〜16：00
松岡福祉総合センター
やすらぎの郷
入園説明会 志比幼児園 19：30〜

4

永平寺町文化祭

10月31日
（土）
、11月1日
（日）
永平寺緑の村ふれあいセンター
四季の森文化館 10:00〜15：30

28

●永平寺支所

６３-３１１１

●上志比支所

６４-２２１１

◎総務課
◎財政課
◎総合政策課
◎農林課
◎建設課

６１-３９４１
６１-３９33
６１-３９４２
６１-３９４７
６１-３９４８

◎子育て支援課
◎税務課
◎住民生活課
◎福祉保健課
◎会計課

６１-７２５０
６１-３９４４
６１-３９４５
６１-３９２０
６１-３９４９

◎議会事務局
６１-３９５０
◎商工観光課
６１-３９２１
◎学校教育課（教育委員会） ６１-２００９
◎生涯学習課（教育委員会） ６１-２００９
６１-０２７７
◎上下水道課

29

30

入園説明会 19：30〜
消防庁舎3Ｆ 大会議室

5

ちびっ子防火まつり
ふれあいセンター 午前中
福祉総合相談 13:30〜16:00
松岡福祉総合センター
健診結果相談会
（10/8健診分）
受付 9：30〜10：00 松岡保健センター
公）
永平寺町シルバー人材センター
入会説明会 14：00〜15:30
永平寺町シルバー人材センター2階会議室

●町立図書館
●永平寺館
●上志比館
●松岡公民館
●松岡ふるさと学習館

６１-７１１７
６３-３１１１
６４-３１７０
６１-３４００
６１-６６７７

31

健診結果相談会
（10/4健診分）
大本山永平寺・志比区
受付 13：30〜14：00
合同防災訓練 8：00〜9：30
上志比保健センター
永平寺町文化祭
グリーンセンターで遊ぼう
グリーンセンター現地集合
10月31日
（土）
、11月1日
（日）
9：50〜12：00
永平寺緑の村ふれあいセンター
みわ先生とコサージュを作ろう
四季の森文化館 10:00〜18：00
上志比保健センター
9:30〜11:30
図書館
（全館）
休館日

6

7

すくすく元気トーク
コアラのおへや
9:30〜11:30
お母さんのためのふれあいYOGA
上志比保健センター 9:30〜11:30
永平寺町戦没者追悼式
サンサンホール 10：00〜

●永平寺緑の村ふれあいセンター
●上志比文化会館サンサンホール
●松岡福祉総合センター（翠荘）
●永平寺保健センター
●上志比保健センター（やすらぎの郷）

６３-４２２２
６４-３１７０
６１-０１１１
６３-２８６８
６４-３０００

絵本の読み聞かせ
町立図書館 10:30〜11:00

61−0130

●毎週月・木曜日
●吉野地区コミュニティー消防センター
●9：30〜11：30

フレンドパーク

63−2868

●毎週月〜金曜日
●永平寺保健センター
●9：30〜11：30

わくわく広場

64−3100

●毎週月〜金曜日
●上志比保健センター
●9：30〜11：30
●永平寺町在宅介護支援センター ６1-４３００
●永平寺老人福祉センター永寿苑 ６３-３８６８
（永平寺ディサービスセンター）

●町社協地域包括支援センター
●永平寺町消防本部・消防署

６４-３５３５
６１-０１７９

●上志比分署
６４-２１８０
●福井警察署
５２-０１１０
●永平寺分庁舎 ６１-０１１０

14

対象コンビニエンスストア
マルチコピー機設置店のみ
●セブン-イレブン・ジャパン ●ローソン
●サークルＫサンクス ●ファミリーマート

61-3920

︲2857

36

17

61-3945

10

10 28

1

10

30

28

11
30

12

7 10

63

10

50 15 17

9

3

浄法寺山紅葉登山
標高1,053mの浄法寺山は、ビギナーか
らベテランまで、気軽に楽しめる登山ルー
トとなっています。山頂は360度の大パノ
ラマ。遠くは日本海、加賀平野まで見渡せ
ます。なお、事前申し込みは不要です。当
日は右記集合場所にお越しください。

祖跡巡拝登山の参加者募集

20

式典・アトラクション
75歳以上、並びに今年度中に75歳
になられる人
福祉保健課

住民生活課

とならない方
◦過去に高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業の給付金を受給して
いない方
◦福井県内に住所を有している方
※支給を受けるためには講座を受講
される前に必ず相談が必要です。

問合せ

問合せ

問合せ
福井健康福祉センター

内 容
対象者

10時30分～ 13時
松岡地区 松岡小学校体育館

その他、分からないことがございましたら、住民生活
課までお問い合わせください。

17

土日祝休

場

※個人番号カードは、10月以降に郵送される「通知カード」
に同封された申請書を送付することにより、希望者のみに
交付されます。また、個人番号カードの発行は初回に限り
無料です。

10

︲1188

会

10月12日（月・祝）

住基カード表面に記載されている有効期限まではコ
ンビニ交付をご利用できますが、有効期限以降は個人
番号カードをご利用いただくことになります。

61

6 8

上志比の吉峰寺から永平寺に至る
約 ㎞の登山道は、永平寺の開祖道
元禅師が通った道として「祖跡コー
ス」と名付けられています。
日時
月 日（土）雨天中止
午前 時 分町営第 駐車場集合
定員 先着 名
参加費 1000円
申込締切
月 日（金）
定員になり次第締め切ります。
申込み
永平寺町観光物産協会

時

今後の住基カードについて

福井県ひとり親家庭高等
学校卒業程度認定試験合
格支援事業

日

永平寺町役場本庁およびアオッサに設置されていた
自動交付機はコンビニ交付に伴い撤去となりました。

ひとり親家庭のお母さん、お父さ
んの学びなおしを支援し、より良い
条件での就職や転職につなげるた
め、高卒認定試験合格のための講座
（通信講座を含む）を修了および合
格したときに、受講費用の一部を支
給します。
対象者 （次のすべての条件を満たす方）
◦ 歳未満の子どもを養育している
ひとり親家庭の母または父

長年にわたり、社会の発展に尽くしてこ
られた皆様を敬愛し、敬老会を開催します。

いままでの自動交付機

◦児童扶養手当の支給を受けている
または同等の所得水準にある方
◦大学入学資格を取得していない方
◦高等学校等就学支援金制度の対象

敬老会のお知らせ

27

11 10

おっぱいと母乳の相談会

世帯が複数人員で構成される住民票の写しを取得する
場合、5人につき1枚ずつ印刷されます。証明書にはペー
ジ番号等が印字され、ホッチキス留めはされません
※2 現
 年度のみ交付できます。該当年度の1月1日に住所が永
平寺町にない方、申告等をされていない方は交付できません
※3 戸籍謄抄本および附票は、永平寺町に住所および本籍
がある方のみ交付できます。また、住基カードの戸籍に
関する暗証番号の新規登録が必要になります

10

︲0111

※1

6時30分～ 23時
（年末年始及びメンテナンス時を除く）

「ママのためのおしゃべりサロン」
月 日（水）開催
「おっぱいが足りているのか心
配」、「おっぱいが出ない」、「断乳っ
て い つ か ら、 ど う や っ て す る の？」
など、子育て中のお母さんにとって、
おっぱいの悩みはつきないはず。そ
んな、お母さんの悩みに助産師がお
答えいたします。多くのお母さんの
参加をお待ちしております。
日時
月 日（水）
午前 時 分～ 時 分まで
場所 松岡保健センター
講師 開業助産師 塚原敦子氏
対象 町内在住の 歳未満の児と保
育者
費用 無料
※事前の申し込みはいりません。当
日会場にお越しください。

●住民票の写し（本人・世帯員）※1
●印鑑登録証明書（本人）
… 1通 300円
●所得課税証明書（本人）※2
●戸籍謄抄本（全部事項証明書、
個人事項証明書）※3 … 1通 450円
●戸籍の附票※3 … 1通 300円

利用できる時間

ストレスに関する相談会

取得できる証明書

問合せ

永平寺町の住民基本台帳カード（住基カード）を利
用して、住民票の写しなどの証明書を全国の対象コン
ビニエンスストアで取得できます。

悩みやストレスはありませんか？
次のとおりメンタルカウンセラーに
よる相談会を開催します。
ご希望の方は、予約が必要となり
ますので、松岡保健センターまでご
連絡ください。費用は無料です。秘
密は厳守します。
開催日
月 日（ 木 ）、 月 日
（土）、 月 日（金）松岡保健セ
ンター・ 月 日（火）商工会永
平寺支所
※開催日には、集団健康診査を実
施しています。健診受診者以外
の方もご利用いただけます。
松岡保健センター

コンビニで証明書を取得

交通安全げんきっこフェスタ
（9月24日）

11月8日（日）
（小雨決行）8時集合

集合場所
参加費
持参物
服 装

浄法寺山青少年旅行村
て
無料
秋風に吹かれ
！
弁当、飲み物、雨具
楽しく登ろう
はき慣れた運動靴、
動きやすい服装（長袖、長ズボン）
問合せ 浄法寺山岳観光協会（商工観光課内）
61-3921

16

者。ただし、県外から県内の大
学等に進学した学生が県内企業
に就職した場合には、卒業後
年以内の者
2

3

3




︲3948

50 1


建設課

対象住宅 空き家情報バンクに登録
された一戸建て住宅
補助内容 空き家の購入費用に対し
て助成
補助金額 購入費用の ／ （上限
額 万円）
〈空き家のリフォーム補助〉
対象者 U･Iターン者（購入者ま
た は 賃 借 者 い ず れ も 対 象 ）、 Ｕ・
Ｉターン者を賃貸で居住させる空
き家所有者、空き家のサブリース
事業者※
※サブリース事業者…所有者より
空き家を借り上げ、賃貸を行う
事業者等
対象住宅 空き家情報バンクに登録
された一戸建て住宅
補助内容 空き家のリフォーム費用
に対して助成
補助金額 リフォーム費用の ／
（上限額 万円）
～空き家の有効活用をお考えの方～
空き家の有効活用および定住促進
のため、売却・賃貸が可能な「空き
家情報」を所有者の方から募集して
い ま す。 ご 提 供 い た だ い た 情 報 は、
町のホームページ（空き家情報バン
ク）に掲載して町内外の購入（賃借）
希望者にお知らせしていきます。
問合せ

50

民間建築物の吹付け
アスベスト調査費を補助

建設課

︲3948

補助対象となる建築物
町内における民間建築物で、アス
ベスト含有の可能性のある建築物で
あれば、用途、構造を問わず対象に
なります。
募集期日
月 日（月）まで
対象者
補助対象となる建築物の所有者
対象となる吹付け材
①アスベスト②ロックウール③
パーライト④バーミキュライト（ひ
る石）
補助額
分析調査費を全額（税抜き）補助
します。ただし、 棟あたりの補助
限度額は 万円とします。
注意点
◦受付は申込順となり、予算額に達
し次第受付を終了します。
◦申請前に調査を実施した場合は補
助対象となりませんのでご注意下
さい。
◦この補助は、アスベスト除去工事
などは対象となりません。
問
問合
合せ
せ

U・Iターン者
空き家住まい支援事業
〈空き家の購入補助〉
対象者 U･Iターン者※
※県外 か ら 移 住 し て 年 以 内 の

まで歩きやすいコー
福井県健康福祉部地域福祉課
︲0327



臨時福祉給付金
申請受付中
所得の低い方の負担を緩和します
〈支給要件〉
支給対象者 平成 年度分の住民税
が課税されていない方。
※ただし、課税されている方に生活
の面倒を見てもらっている場合や
生活保護の受給者である場合など
は、対象となりません。
支給額
人につき 6000円
〈申請方法〉
申請書 対象となる人には、申請書
を 月末にお送りしています。紛
失した方は、福祉保健課までご連
絡ください。
申請期限
平成 年 月 日（金）まで
月決定分 平成 年 月
支払日
日（月）以降、申請月の翌月
日に支給予定です。
申請先 福 祉 保 健 課 及 び 永 平 寺 支
所、上志比支所
〈給付金の受取方法〉
●申請書に記載した指定の口座に入
金されます。
※現金でのお取り扱いはいたしま
せん。




問合せ

27

生活困窮者自立支援制度

︲2895

働 き た く て も 仕 事 が 決 ま ら な い、
生活が苦しい、就職がうまくいかず
家にひきこもっている、電気・ガス
が止まりそう、借金があり家計の管
理ができないなど、
「暮らし」や「仕
事」でお困りの方、不安のある方の
ご 相 談 を お 受 け し、「 生 活 の 立 て 直
し」のお手伝いをします。ご家族な
ど周りの人からの相談も受け付けて
います。詳しくは、左記までお問い
合わせください。
問合せ
福井健康福祉センター
福祉課

61-3921

福祉保健課

10
25
︲3920

27

学習教室ボランティア
募集について

500円（保険代含む、400円分のチケット付き）
参 加 費

商工観光課
問合せ

えちぜん鉄道永平寺口駅より出発
開催場所
20

61

さまざまな事情を抱える家庭の小
中学生を対象とした学習教室で、勉
強を教えてくださる方を募集しま
す。
時間 土日または平日夕方以降の
時間程度
対象者 教員OB、大学生等（教員
免許の有無は問いません）
その他 謝礼として 回2000円
支給（旅費別途）
都合がつく日時、場所だけでの参
加も可能
問合せ
福井健康福祉センター

︲2857

沿線では、グループによるバザーや物産市も行っています。
26

線路跡地を歩けるのは、このイベントだけ！
福祉課

すか。
2

28

1

18
19

へいざなう遊歩道を「各駅停車」しながら歩いてみてはいかがで
1

28

9

子 様 か ら、 高 齢 の 方
2

た線路や橋梁など永平寺線を思わせる面影を感じながら、禅の里
8

キング」の季節がやっ
36

ス で、 一 部 復 元 さ れ
26

寺参ろーど禅ウォー
1

出発：9時

片道約6.0㎞と、お

受付：8時30分～

てきました。

（日）

毎年恒例の、「永平

11
8
36

61
2

1

61

12

25
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15
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30

30

30
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61 20

月 クルマに頼り過ぎ
ない社会づくり推進月間

30



51

聞いて納得 わかりやす
い心の健康講座（無料）

30

福井県は、全国トップのクルマ依
存社会です。クルマに依存した生活
は、地球温暖化の進行や、公共交通
機関の衰退につながります。環境に
優しい電車・バス・自転車を積極的
に利用しましょう。また、クルマは
なるべく相乗し、過度な利用は控え
ましょう。
電車やバスの運行情報なら
ばす・でんしゃナビふくい



「みんなで考えよう」という地域づくりやふるさとづくりは、
町民の皆様が“主人公”なのです。どなたでも参加できます。
詳しくはお問合せください。

21

30

！
！

10

H28年3月
オープン
予定!!

周辺には、大本山永平寺、県立恐竜博物館、スキージャ
ム勝山など多くの観光資源があり、一年を通じてたくさん
のお客様がご来店になります。
町内の農家の方々が愛情込めて作られた新鮮野菜や、地
元のお土産品などを販売。また、福井の特産品を使った美味しい食事を提供する飲食コーナー
で、地元永平寺町の魅力を伝える素敵なお仕事です。
経験などは問いません。研修期間もありますので、ご安心ください。明るく元気をモットーに、
一緒に盛り上げていける仲間を募集します！どんなことでも、お気軽にお問い合わせください。

～「永平寺未来会議」参加者募集～

総務課

13

道の駅「禅の里」の
従業員を大募集

もっと素晴らしい
町になるための
アイディアや施策を
みんなで考えよう！

問合せ

13

http://koutsu.pref.fukui.jp/

61-3941

13

福井県総合政策部交通まちづくり課

総務課

22

問合せ

問合せ

23

︲0291

場所

10

12

61

30

︲3941

61-3941
福井県行政書士会福井支部長
53-2543

6

総務課

総務課

10月21日（水）
13時30分～ 15時30分
松岡福祉総合センター

10 1

水道メーターの取り替え

【特設相談】 日時

10 2

11 3

当町指定給水装置事業者が各ご家
庭の水道メーターの取り替えに伺い
ます。ご協力のほどよろしくお願い
します。
なお、取り替えにあたり、お客様
への費用は発生しません。
時期
月下旬～ 月上旬の間
時間 約 分程度（施行状況により
多少変わります）

場所

10月7日（水）
13時30分～ 15時30分
やすらぎの郷

︲0277

問合せ

【定例相談】 日時

ストレスの多い時代、身近なとこ
ろで心の病気を抱え、悩む人たちが
増えてきています。
この機会に、“心の病気”について、
一緒に学んでみませんか?
回目
月 日（金） 時 分～ 時 分
「心の病気を理解しよう! ～うつ病、
統合失調症、そして依存症～」
講師 精神科医 大森晶夫（福井
県立大学看護福祉学部教授）
回目
月 日（金） 時 分～ 時 分
「備えあれば憂いあり」
講師 臨床心理士 岡本克己（心
理相談アシスト代表）
回目
月 日（金） 時 分～ 時 分
「心を病んだ方々をどのように理解
するのか～精神看護学の講義・実習
を通して」
講師 長谷川小眞子（福井県立大
学看護福祉学部講師）
会場 福井県立図書館
（福井市下馬 ︲ ）
定員 各回100名
申込み〆切
月 日（木）
参加費 無料

●平成28年2月17日（水）午後1時～午後4時
松岡福祉総合センター教養娯楽室

○行政相談委員
今澤 傑 氏・山村 岩夫 氏
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問合せ
上下水道課

●11月18日（水）午後1時～午後4時
永平寺支所 2階第2会議室

毎日の暮らしの中で、国や県、町など行政に
対する意見や要望、苦情はありませんか。
行政に関する身近な相談を受け付けて関係
機関に通知等を行い、その解決の促進を図るの
が「行政相談委員制度」です。
相談は無料で、秘密は守られますので、お気
軽にご相談ください。

︲3429

福井県行政書士会福井支部では、日常生活に
密着した、遺言・相続・会社設立・農地転用・
建設許可・在留・入管・内容証明など各種許認
可申請に関する様々な相談に対応しています。
永平寺町においても行政書士による無料相談
会を開催します。
行政書士は街の法律家です。この機会にぜひ
ご利用下さい！

10/19（月）
～25（日）
は
「行政相談週間」

申込・問合せ
福井健康福祉センター健康増進課

行政書士無料相談会の
ご案内

61-3941

募集職種 正社員・パート（アルバイト）
仕事内容および開始時期
①正社員
◦道の駅運営に関する業務全般：平成28年1月頃
②パート（アルバイト）
◦農産物・お土産品の販売・飲食部門での調理全般
：平成28年2月中旬
◦施設全般、トイレ、駐車場の清掃
：平成28年3月中旬

その他

土日勤務できる方、大歓迎
学生アルバイト可

問合せ

株式会社きらり
永平寺町大野島2-14
64-3377
受付時間：月～金／ 9:00 ～ 17:00
担当：鈴木
MAIL
eiheiji.kirari@gmail.com
メール

20

23

22

E I H E I J I

J U N I O R

H I G H

S C H O O L

線！
国体へ一直

走る
河合町長が
タビュー！
突撃イ活ン
介
動などを紹

K E N D O
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永平寺中学校剣道部

年団や部
スポーツ少
、
国体に向け
Q.永平寺中学校剣道部の特徴や魅力を教えてください。
A.お互いに教え合って切磋琢磨しているところです。
Q.部活をしていて楽しい時や、
逆につらい時を教えてください。
A.楽しい時は、
技がきれいに決まった時です。
つらい時は、
せっかく先生方に指示してもらっても
上手くできなかった時です。
Q.剣道を始めたキッカケは何ですか？
A.小学校の頃に興味を持ち、
やってみたいと思ったことがキッカケです。
Q.これからの目標を教えてください。
A.目標は県大会です！

か さじぞう

C L U B

永平寺中学校剣道部は
こんな部活です！
お互いに教え合い、高め合っている
大きな声を出しながら練習している
努力を重ね、
日々目標に向かって練習している
一人一人が真剣でチームワークが良い

Q.いつ頃から活動されていますか
A.平成17年に学校の読み聞かせボランティアの活動
をとおして集まった仲間で、紙芝居の公演を行った
のが始まりです。平成21年にはサークル「かさじぞ
う」を設立し、平成27年には特定非営利活動法人
に認証されました。
Q.どんな活動をされていますか
A.平成21年より子育て支援や高齢者・介護者支援の
目的で、演劇紙芝居の公演を行っていましたが、平
成25年より小学校を対象に元ルクプルで歌手の藤
田恵美さんと「ＯＭＯＩＹＡＲＩ音楽会」を企画してい
ます。
Q.活動を通して伝えたいことはなんですか
A.私たちは、様々な活動をとおして人々とふれあい架
け橋となって広く社会に貢献していきたいと考えて
います。子どもや高齢者・障害者、地域社会全体が
助け合うおもいやりに包まれたあたたかな社会にな
るように活動していきます。
Q.町民の方にお知らせしたいことなどあればどうぞ
A.現在、
ＪＡや福井県立大学の村井教授などと協力し
「ふくこむぎ」を使用したシフォンケーキとピザを開
発しました。地場産手作り事業として年内には加工
場を整備し販売を予定しています。
私たちの手作り品が地場産品の消費拡大や地元食材
のＰＲにつながり地域・農業の活性化、人づくり、ま
ちづくりにも寄与できたらと考えています。
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ひろはる

【松岡葵１】
（8月届出順・敬称略）
（8月届出順・敬称略）

★木戸 陽花理（ひかり）…女
保護者（徹・聡美）／松岡末政

ちゃん☆

☆まつやま れん

ちゃん☆

清川 外雄（90歳）松岡神明１
笠松 正信（90歳）山

★松山 蓮（れん）…男

山田 孝位（83歳）荒谷

★南部 颯希（そうき）…男

齋藤 凱子（83歳）市右エ門島

保護者（和平・智恵）／松岡志比堺

☆きど ひかり

安部 ひで子（83歳）浅見

保護者（明彦・恭子）／栗住波

★近藤 希咲（みさき）…女
保護者（潤・瑞枝）／牧福島

★奥野 太一（たいち）…男

保護者（一・ルミ子）／松岡吉野堺

★梅林 穂乃花（ほのか）…女
保護者（和矢・智絵）／松岡観音３

今澤 いつを（90歳）山王
小鍛治 永江（77歳）光明寺

（8月届出順・敬称略）

♥多田 浩一（藤巻）
♥小澤 美由紀（福井市）

【荒谷】

♥飛彈 一雅（荒谷）
♥橋本 りか子（石川県）

小林 君（98歳）谷口
高島 百合子（87歳）松岡末政

うるみ

清水 潤美ちゃん

馬場 はなゑ（86歳）松岡樋爪

（3才）松岡志比堺

佐藤 卓壽（60歳）松岡吉野
道浦 保子（86歳）松岡西野中

男の子に囲まれてワンパクし放
題！！おままごとより戦いゴッコの
方が好きかも～♡（（＊(´▽｀＊)）

！
こんにちは
食改です。

吉田 四三二（73歳）市荒川

ちゃん☆

元気いっぱいの男の子です。
これからもよろしくね！

柳原 勉（77歳）松岡兼定島
☆こんどう みさき

３歳になりました。

♥小林 昌平（上浄法寺）
♥清水 起美代（福井市）

渡邉 和洋（83歳）光明寺

ちゃん☆

（3才）松岡神明

【上浄法寺】
【藤巻】

野路 スイコ（79歳）松岡神明１

☆なんぶ そうき

毛利 仁陽くん

♥竹内 芳宏（松岡葵１）
♥堀江 紀文（あわら市）

┏飛 一雅さん・りか子さん┏

野菜不足解消に、この一品！
今回、紹介するレシピは「根菜いためなます」です。
生活習慣病予防のためには、野菜を１日350g以上とる
ことがすすめられています。野菜不足の解消のため、
食卓に野菜料理「 プラス １皿 」を心がけましょう！
！
食生活改善推進員会では、
地区での料理教室を開催しております。
お気軽にお問い合わせください。
（松岡保健センター TEL.61-0111）

谷原さんちの

のんちゃん

チワックス
女の子（3歳）
ボール遊びが大好き！
ボールで遊んでほしくて、いつも
みんなの帰りを待っています。

出典：かんたんレシピ ＧＯＧＯ野菜

根菜いためなます
材 料
（4人分）
●大根…120ｇ
●れんこん…120ｇ ●人参…80ｇ
●ごぼう…80ｇ
●ねぎ…20ｇ
●うす揚げ…20ｇ
●赤唐辛子…1本 ●白ゴマ…少々
●ごま油…大さじ1
●Ａ
（だし汁…小さじ4、砂糖…小さじ2と2/3、
しょうゆ…小さじ4 酢…小さじ4）
大根、れんこん、にんじんは、いちょう切りにし、ごぼうはさ
さがきにして、水につけてアクを取る。うす揚げは短冊切り
に切る。
フライパンにごま油を熱し、小口切りにした赤唐辛子を炒
め、 を炒める。
しんなりしたらＡを加え、汁がなくなるまで炒める。
小口切りにしたネギと白ごまをふる。

中山さんちの

岳ちゃん

黒柴
男の子（4歳）

上下水道課
や ま うち

かずや

山内和也です。
水道の開閉栓、
毎月の検針業
務の管理、
給排水の検査など
を主に担当しています。
日々の仕事の中で、
実際に現
場に出向いて自分の目で見
て確認して判断するという
ことを心がけるようにして
います。
まだまだ未熟者です
が、
永平寺町のために日々努
力していきたいと思います。

∩∩♪
(^×^)∩ こんにちは。黒柴の岳です。

おまけ

散歩がごはんと同じくらい大好き。今

休日は図書館で読書をしたり

日も頑張って健脚ぶりを発揮するワン

してのんびりしています。

2015年9月1日現在（前月比）
合

計
男
女

世帯数

19,232人（

−37人）

9,320人（

−14人）

9,912人（ 23人）
6,217（世帯6世帯）
−

−

（住民基本台帳より 外国人含む）
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ご自慢のペット募集中！ 応募者多数の場合は、掲載時期を調整します。
（福祉保健課 61ｰ3920まで）
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