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若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

•おかあさんといっしょ宅配便
　ガラピコぷ～小劇場

8月8日（土）、9日（日）開催日／
定員／ 16人　　　内容／ 1人45分間のレッスン
受講料／一般 6,000円　大学生以下 3,000円
　　　　［聴講無料の公開レッスン］
応募要件／ソナチネアルバム相当の曲が演奏できる方

応募開始
6月予定

ピアノ講習会
今川裕代ピアノアカデミー
■ピアノを奏でる喜びを一人でも多くの方とわかちあうためにレッ
スンを開催します。

6月27日にパレア若狭で予定していた公演については中止させてい
ただきます。改めて開催する場合は、ＮＨＫ福井放送局ホームページ
等でお知らせします。

•若狭ブラスフェスタ2020
8月23日にパレア若狭で予定していた公演については中止
させていただきます。

※今後の公演につきましても新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
　公演を中止または延期する場合がございます。

■パレア若狭で行う、広く一般に公開されるコンサートやワークショッ
プなど、若狭町の芸術文化の振興や福祉・健康の増進などにつなが
る活動を募集します。町が共催する事業として選定することで、使用
料が減免になるなど、イベントを町が後押しします。募集する事業は
次のとおりです。
※応募事業は、町が設置する「パレア若狭文化事業企画委員会」が
審査します。

●芸術鑑賞事業
優れた芸術性や創造性を有する出演者または出展者（作品）を迎え、舞
台芸術公演及び美術作品の鑑賞の場を提供するもの。（募集：６事業）

●生涯学習事業
専門的知識、技能や技術を提供するもので、地域住民や青少年に
ワークショップなどの体験的な学びの機会を提供するもの。
（募集：２４事業）

実施期間／
令和２年５月１日～令和３年３月３１日
※実施数に達するまで、随時受付を行います。詳しくは、パレア文化
課にお問合せください。

住民によるイベント企画大募集！
住民主体の文化創造支援事業

「世界的に活躍する演奏家のコンサートを実施したい」「若狭町の
特産品を使った料理講習会を実施したい」など

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

音楽ホール・ギャラリー
■町民のみなさまの情報アクセスの利便
性向上を図るため、公衆無線LAN（Free
Spot)サービスを提供開始します。提供エ
リアでは、無料でインターネットを利用い
ただけます。
※ご利用になる場合は、無線LAN（Wi-Fi）
でネットワークに接続できるパソコン・タブ
レット・スマートフォン等が必要です。

FreeSpotとは：FreeSpot協議会により定
義された、無線LANアクセスポイントです。

パレア若狭公衆無線LAN
サービスの提供

利用可能時間／ 8：30～ 22：00
提供エリア／図書館パレア館・研修室・カ
フェ・フィットネスパレア若狭等
SSID ／『parea』
認証方式／メールアドレスの登録
※詳しくはパレア文化課窓口へお尋ねく
ださい

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

おはなしたまてばこ
■図書館パレア館おはなしコーナーにて、絵
本の読み聞かせと、工作遊びを行います。参
加無料で、赤ちゃんから参加できます。

6月13日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

6月27日（土）開催日／

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日１４：００に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

にじいろのおはなし会

時間／14：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

若狭三方縄文博物館
会員募集！ DOKIDOKI会
縄文を学びたい！自然環境についてもっと考えを深めたい！自分達で企画をしながら、楽しい活動がした
い方大歓迎。縄文杉からペンダントなどグッズを作成・販売したり、特産品や赤米、薬草等を使って縄文風
食作りや縄文の布を使った小物作り、縄文文化を深く研究等々、縄文文化に触れながらそれぞれの部会で
楽しく活動しています。各地の博物館・遺跡等を巡る研修会もあります。興味のある分野で活動できます。

　この春、歴史文化課の学芸員に採用されました近藤匠です。私は大
阪府生まれですが、若狭町は第２の故郷と言っても過言ではないほど、
思い入れのある町です。なぜならば、学生時代に若狭町の協力のも
と、古墳の発掘調査をしており、地域の皆様にも大変お世話になって
きたからです。このような経緯を経て、歴史文化課の学芸員として働
けることを、日々感謝しながら職務を全うしようと思っています。
　さて、歴史文化課では、若狭町域の様々な文化財の保存と活用を
行っています。私が主に担当している分野は、埋蔵文化財が中心です。
　今後の大きな仕事として古墳整備があります。整備に向けて調査す
る古墳は、膳部山が背後に聳える扇状地上に所在する国史跡の西塚
古墳です。この古墳は、大正５年(1916)に行われた小浜線の敷設工
事で土取りされ、現在は、後円部と前方部の一部しか残っていません。
私は、脇袋に住んでおり、毎日、西塚古墳を目にすることができます。
ほとんど失われているにも関わらず、今もなお1500年の時を超えて
当時の威厳を私たちに伝えています。
　西塚古墳からは、日本海を越えて朝鮮半島からもたらされた煌びや
かな副葬品が多数発見され、現在は宮内庁に保管されています。ま
た、膳部山の麓の古墳には、都や天皇に「食」を納めた若狭の王膳臣
一族が眠っています。そして、日本遺産のテーマともなった「御食国」
と称されるようになりました。脇袋の古墳は、若狭の成り立ちと当時の
日本の対外交渉を理解するうえで非常に重要な文化財です。

　全国各地では古墳を生活の一部として、公園などの憩いの場や学
びの場としたり、古墳を利用した催し事などを開催することによって、
地域間交流を促し、地域の活性化にも寄与しています。このような活
動の目的には、地域の歴史を後世に伝え、誇りや愛郷心をもってもら
う狙いがあります。私は、若狭町の文化財を愛する１人として、これら
の文化財を通して、アジア、さらには世界との交流も視野に入れた町
づくりがしたいと考えています。古墳の整備は、この目的を達成する
ための小さくて大きな一歩目です。
　古墳整備事業を成功させるためには、町だけではやり遂げることは
できません。地域の
皆様と行政がひとつ
になって取り組まな
ければならないと思
います。今後とも、地
域の皆様の温かいご
支援、そして、ご理
解とご協力を心から
お願いいたします。

★お気軽にお問合せください。

● 各研修会の開催
● 部会活動 •「縄文の森づくり部会」　•「縄文杉グッズづくり部会」　•「縄文食づくり部会」　
　　　　　 •「縄文のくすりやさん」　•「会報部会」　•「アンギン部会」　•「縄文学研究部会」

活　動

● 一般会員 2,000円　● 家族会員 ３,０００円　● 学生会員 ５００円　● 賛助会員 １０,０００円年会費

● 若狭三方縄文博物館の入館料等の減免　● 博物館事業への案内・参加
● 博物館書籍購入補助 など

特　典

一緒に活動しませんか？

若狭町歴史文化課（縄文博物館内）  Tel:0770-45-2270

愛する若狭町への恩返し 歴史文化課学芸員　近藤　匠

『お寺の掲示板』
（江田智昭／著）新潮社

図書館からのオススメ本

お寺の門前に掲げられた、
グサッと心に刺さる標語。
難しい仏教用語は一切な
く、お坊さんたちが考えに考え抜いた生き方
や人間関係のヒントとなるメッセージがここに
あります。

若狭町歴史文化課　Tel:0770-45-2270

新人学芸員からのひとこと

そび

きら

かしわでのおみ

みけつくに

中止のお知らせ

延期のお知らせ

•松宮昴展
6月6日～7月5日にパレア若狭ギャラリーで予定していた展示会
については延期させていただきます。予定が決まりましたら、広報
わかさ等でお知らせします。

(c)NHK

展示の解説風景（歴史文化館にて）
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展示の解説風景（歴史文化館にて）
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情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

　福井県内で昨年度、クマによる人身被害が9件発生し
ております。これからの時期、山に入る際にはクマの出
没に十分注意してください。
クマに遭遇しないために
■くま鈴やラジオなど音の出るものを身に着け、複数で行動する。
■明け方・夕暮れはクマが活発に活動するため特に注意する。
■クマの出没している山に入らない。
■クマを引き寄せる生ごみや野菜・果実は適切に処理する。
■収穫物収納庫はきちんと施錠する。
クマに遭遇してしまったら
■落ち着いて、クマに背を向けずにゆっくりとその場から離れ
ましょう。

■大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。
県内のクマの出没情報についてはこちらから
も確認できます
https://tsukinowaguma.pref.fukui.lg.jp
※なおクマを目撃した際には下記連絡先までご連絡ください。

“ クマの出没注意について ”

問い合わせ 金沢国税不服審判所　☎076-292-7880

問い合わせ
福井労働局総務部労働保険徴収室  ☎0776-22-0112
敦賀労働基準監督署  ☎0770-22-0745

“ 児童に対する手当についてご案内 ”
●児童手当
◇支給対象
　中学校卒業まで（１５歳に達した最初の３月３１日まで）の児童
を養育している方に支給されます（公務員は勤務先から支給
されます）。
◇支給額（１人当たり月額）
　３歳未満　　　　　　　１５,０００円
　３歳以上小学校修了前　１０,０００円（第３子以降は、１５,０００円）
　中学生　　　　　　  　１０,０００円
※所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律５,０００円
となります。

◇支給時期
　毎年６月、１０月、２月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇現況届
　児童手当を受給されている方は引き続き受給要件を満たして
いるかを確認するため、年１回の現況届の提出が義務付けら
れています。６月上旬に送付しますので、６月３０日までに提出
をお願いします。現況届を提出しない場合、６月分以降の児童
手当の支給ができなくなります。

●児童扶養手当
◇支給対象
　父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合
（ひとり親など）や、父または母が心身に障がいのある場合に、
その児童を養育している父または母（または養育者）に対して
支給されます。
　児童が１８歳に達した最初の３月３１日までが手当支給の対象と
なります。ただし、所得制限があります。
◇支給額
　全部支給　　　月額　４３,１６０円
　一部支給　　　月額　４３,１５０円～１０,１８０円
　第２子加算
　　全部支給　　月額　１０,１９０円
　　一部支給　　月額　１０,１８０円～５,１００円

　第３子以降加算
　　全部支給　　月額　６,１１０円
　　一部支給　　月額　６,１００円～３,０６０円
　　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年奇数月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇現況届
　児童扶養手当を受給されている方は引き続き受給要件を満た
しているかを確認するため、年１回の現況届の提出が義務付
けられています。８月上旬に送付しますので、８月３１日までに
提出をお願いします。現況届を提出しない場合、１１月分以降
の児童扶養手当の支給ができなくなります。

●特別児童扶養手当
◇支給対象
　政令で定める程度の障がいを有する児童を監護している父ま
たは母、もしくは父母にかわって児童を養育している人に手当
が支給されます。児童が２０歳に達するまで支給されます。た
だし、所得制限があります。
◇支給額
　障がいの程度が１級の場合　月額　５２,５００円
　障がいの程度が２級の場合　月額　３４,９７０円
　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年４月、８月、１２月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇所得状況届
　特別児童扶養手当を受給されている方は引き続き受給要件を
満たしているかを確認するため、年１回の所得状況届の提出
が義務付けられています。８月上旬に送付しますので、８月３１
日までに提出をお願いします。所得状況届を提出しない場合、
８月分以降の特別児童扶養手当の支給ができなくなります。

“ 新型コロナウイルスなどの感染症予防の
　　　　ためのご家庭でのごみの捨て方 ”　使用済みのマスクやティッシュ等のごみを捨てる際に
は、必ず『ごみに直接触れない』、『ごみ袋はしっかりし
ばって封をする』、『ごみを捨てた後は手を洗う』ことを心
がけましょう。
　ご自身やご家族だけでなく、ごみ収集を行う収集業者
にとっても、『新型コロナウイルス等の感染症予防対策』
として有効です。また、空き缶、ビン、ペットボトル、トレー
の資源ごみは、しっかり洗って出して下さい。
　御理解と御協力をお願いします。

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126
問い合わせ 農林水産課　☎0770-45-9102

“ 金沢国税不服審判所からのお知らせ ”

問い合わせ
児童手当・児童扶養手当
　若狭町福祉課子ども・若者支援室　☎0770-62-2704
特別児童扶養手当
　若狭町福祉課　☎0770-62-2703

国税不服審判所は５月１日に設立50周年を迎えました
　国税不服審判所は、国税に関する不服申立て（審査請
求事件）を調査・審理して裁決を行う機関です。
　昭和45年５月１日に設立され、本年５月１日に設立50周
年を迎えました。
　これからも、国税不服審判所は、税務行政部内における
公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を
通じて、国民からの更なる信頼と評価が得られるよう、一
層の努力と工夫を積み重ねていきます。

“ 労働保険のお知らせ ”
令和２年度労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

　　６月１日（月）～７月１０日（金）です。
　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申
告・納付をお願いします。
《年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です》
　年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の
詳細につきましては、年度更新申告書に同封しているパ
ンフレット等をご参照ください。厚労省ホームページでも
ご覧いただけます。

問い合わせ 嶺南振興局税務部課税課  ☎0770-56-2223

“ 自動車税種別割の減免申請について ”
　令和２年度の自動車税種別割の納税通知書が届いた方
で、身体障害者手帳等をお持ちの方は、申請により自動
車税種別割が減免される場合があります。
　今年度に限り、減免申請の期限を１か月程度延長し、６
月３０日（火）としますので、期限までの申請をお願いいた
します。
　同様に、今年度に限り、通院証明書等の添付書類に代
えて通院等申出書での申請でも受け付けますので、申請
を希望される方は、嶺南振興局税務部へまずは、お問い
合わせください。

国税不服審判所とは？ 国税不服申立制度の流れ

・国税不服審判所は、税務行政部内にお
ける公正な第三者的機関であり、審査請
求事件を調査・審理して裁決を行う。
・国税不服審判所の裁決は、行政部内に
おける最終判断である。
・処理が迅速（原則として１年以内の処理）
であり、手数料もかからない。

税務署長等が行った処分に不服がある場合

税務署長等に対する再調査の請求
⇒再調査決定

国税不服審判所長に対する審査請求
⇒裁決

訴訟

選択

（３か月以内）

（１か月以内）

（６か月以内）

直接
審査請求
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情報 BOX
I N F O R M A T I O N  B O X暮らしに役立つ情報をお届けします

　福井県内で昨年度、クマによる人身被害が9件発生し
ております。これからの時期、山に入る際にはクマの出
没に十分注意してください。
クマに遭遇しないために
■くま鈴やラジオなど音の出るものを身に着け、複数で行動する。
■明け方・夕暮れはクマが活発に活動するため特に注意する。
■クマの出没している山に入らない。
■クマを引き寄せる生ごみや野菜・果実は適切に処理する。
■収穫物収納庫はきちんと施錠する。
クマに遭遇してしまったら
■落ち着いて、クマに背を向けずにゆっくりとその場から離れ
ましょう。

■大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。
県内のクマの出没情報についてはこちらから
も確認できます
https://tsukinowaguma.pref.fukui.lg.jp
※なおクマを目撃した際には下記連絡先までご連絡ください。

“ クマの出没注意について ”

問い合わせ 金沢国税不服審判所　☎076-292-7880

問い合わせ
福井労働局総務部労働保険徴収室  ☎0776-22-0112
敦賀労働基準監督署  ☎0770-22-0745

“ 児童に対する手当についてご案内 ”
●児童手当
◇支給対象
　中学校卒業まで（１５歳に達した最初の３月３１日まで）の児童
を養育している方に支給されます（公務員は勤務先から支給
されます）。
◇支給額（１人当たり月額）
　３歳未満　　　　　　　１５,０００円
　３歳以上小学校修了前　１０,０００円（第３子以降は、１５,０００円）
　中学生　　　　　　  　１０,０００円
※所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律５,０００円
となります。

◇支給時期
　毎年６月、１０月、２月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇現況届
　児童手当を受給されている方は引き続き受給要件を満たして
いるかを確認するため、年１回の現況届の提出が義務付けら
れています。６月上旬に送付しますので、６月３０日までに提出
をお願いします。現況届を提出しない場合、６月分以降の児童
手当の支給ができなくなります。

●児童扶養手当
◇支給対象
　父または母と生計を同じくしていない児童を養育している場合
（ひとり親など）や、父または母が心身に障がいのある場合に、
その児童を養育している父または母（または養育者）に対して
支給されます。
　児童が１８歳に達した最初の３月３１日までが手当支給の対象と
なります。ただし、所得制限があります。
◇支給額
　全部支給　　　月額　４３,１６０円
　一部支給　　　月額　４３,１５０円～１０,１８０円
　第２子加算
　　全部支給　　月額　１０,１９０円
　　一部支給　　月額　１０,１８０円～５,１００円

　第３子以降加算
　　全部支給　　月額　６,１１０円
　　一部支給　　月額　６,１００円～３,０６０円
　　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年奇数月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇現況届
　児童扶養手当を受給されている方は引き続き受給要件を満た
しているかを確認するため、年１回の現況届の提出が義務付
けられています。８月上旬に送付しますので、８月３１日までに
提出をお願いします。現況届を提出しない場合、１１月分以降
の児童扶養手当の支給ができなくなります。

●特別児童扶養手当
◇支給対象
　政令で定める程度の障がいを有する児童を監護している父ま
たは母、もしくは父母にかわって児童を養育している人に手当
が支給されます。児童が２０歳に達するまで支給されます。た
だし、所得制限があります。
◇支給額
　障がいの程度が１級の場合　月額　５２,５００円
　障がいの程度が２級の場合　月額　３４,９７０円
　※支給額は、毎年、物価により改定されます。
◇支給時期
　毎年４月、８月、１２月（それぞれの前月分までの手当を支給）
◇所得状況届
　特別児童扶養手当を受給されている方は引き続き受給要件を
満たしているかを確認するため、年１回の所得状況届の提出
が義務付けられています。８月上旬に送付しますので、８月３１
日までに提出をお願いします。所得状況届を提出しない場合、
８月分以降の特別児童扶養手当の支給ができなくなります。

“ 新型コロナウイルスなどの感染症予防の
　　　　ためのご家庭でのごみの捨て方 ”　使用済みのマスクやティッシュ等のごみを捨てる際に
は、必ず『ごみに直接触れない』、『ごみ袋はしっかりし
ばって封をする』、『ごみを捨てた後は手を洗う』ことを心
がけましょう。
　ご自身やご家族だけでなく、ごみ収集を行う収集業者
にとっても、『新型コロナウイルス等の感染症予防対策』
として有効です。また、空き缶、ビン、ペットボトル、トレー
の資源ごみは、しっかり洗って出して下さい。
　御理解と御協力をお願いします。

問い合わせ 環境安全課　☎0770-45-9126
問い合わせ 農林水産課　☎0770-45-9102

“ 金沢国税不服審判所からのお知らせ ”

問い合わせ
児童手当・児童扶養手当
　若狭町福祉課子ども・若者支援室　☎0770-62-2704
特別児童扶養手当
　若狭町福祉課　☎0770-62-2703

国税不服審判所は５月１日に設立50周年を迎えました
　国税不服審判所は、国税に関する不服申立て（審査請
求事件）を調査・審理して裁決を行う機関です。
　昭和45年５月１日に設立され、本年５月１日に設立50周
年を迎えました。
　これからも、国税不服審判所は、税務行政部内における
公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を
通じて、国民からの更なる信頼と評価が得られるよう、一
層の努力と工夫を積み重ねていきます。

“ 労働保険のお知らせ ”
令和２年度労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、

　　６月１日（月）～７月１０日（金）です。
　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申
告・納付をお願いします。
《年度更新申告書は、５月末頃に発送予定です》
　年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の
詳細につきましては、年度更新申告書に同封しているパ
ンフレット等をご参照ください。厚労省ホームページでも
ご覧いただけます。

問い合わせ 嶺南振興局税務部課税課  ☎0770-56-2223

“ 自動車税種別割の減免申請について ”
　令和２年度の自動車税種別割の納税通知書が届いた方
で、身体障害者手帳等をお持ちの方は、申請により自動
車税種別割が減免される場合があります。
　今年度に限り、減免申請の期限を１か月程度延長し、６
月３０日（火）としますので、期限までの申請をお願いいた
します。
　同様に、今年度に限り、通院証明書等の添付書類に代
えて通院等申出書での申請でも受け付けますので、申請
を希望される方は、嶺南振興局税務部へまずは、お問い
合わせください。

国税不服審判所とは？ 国税不服申立制度の流れ

・国税不服審判所は、税務行政部内にお
ける公正な第三者的機関であり、審査請
求事件を調査・審理して裁決を行う。
・国税不服審判所の裁決は、行政部内に
おける最終判断である。
・処理が迅速（原則として１年以内の処理）
であり、手数料もかからない。

税務署長等が行った処分に不服がある場合

税務署長等に対する再調査の請求
⇒再調査決定

国税不服審判所長に対する審査請求
⇒裁決
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くらしのカレンダー
6月
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■ 子育てのこと　■ 相談ごと　■ 健康のこと

※ストレス・心の相談は随時受付 （お問い合わせは 子ども・若者支援室 ☎0770ｰ62ｰ2704 まで）
※変更がある場合は、行政チャンネル等でお知らせします。

1 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

2 火

3 水 上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

4 木 おひさま広場 9：30〜11：30  明倫保育園
4か月児育児教室 受付9：30〜9：40  パレア若狭

5  金
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

6 土

7 日

8 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

9 火

いきいき広場 9：00〜11：00  わかば、みそみ保育所
あそびにきてね 9：30〜11：30  梅の里保育園
心の悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター
心配ごと相談 9：00〜12：00  地域福祉センター 泉
法律相談 13：00〜16：00   地域福祉センター 泉 【要予約】
行政相談 9：00〜12：00  三宅公民館

10 水
いきいき広場 9：00〜11：00  三宅、気山保育所
上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂
人権相談 9：00〜11：30  歴史文化館

11 木 いきいき広場 9：00〜11：00  とばっ子、ののはな、中央保育所
2歳児育児教室 受付9：00〜9：15  パレア若狭

12 金
3歳児健診 受付13：00〜13：30  パレア若狭
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

13 土 結婚相談 9：30〜12：00  パレア若狭

14 日
15 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

16 火 行政相談 9：00〜12：00  地域福祉センター 泉

17 水 上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

18 木
おひさま広場 9：30〜11：30  明倫保育園
10か月児育児教室 受付9：00〜9：10  三方保健センター
12か月児育児教室 受付9：30〜9：40  三方保健センター

19 金
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

20 土
21 日
22 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

23 火 いきいき広場 9：00〜11：00  わかば、みそみ保育所
心の悩み相談室 13：30〜15：00  三方保健センター

24 水
いきいき広場 9：00〜11：00  三宅、気山保育所
7か月児育児教室 受付9：00〜9：10  パレア若狭
上中楽々健康体操教室 11：00〜12：00  歴史文化館2階講堂

25 木 いきいき広場 9：00〜11：00  とばっ子、ののはな、中央保育所

26 金
三方楽々健康体操教室 9：20〜10：20  三方保健センター
三方健康体操教室 10：30〜11：30  三方保健センター
断酒グループ（AA） 19：00〜20：00  パレア若狭 和室

27 土
28 日
29 月 上中健康体操教室 14：00〜15：00  歴史文化館2階講堂

30 火 あそびにきてね 9：30〜11：30  岬保育所



くらしのカレンダー 6月I N FORMAT ION

Population人のうごき （5月1日現在）

14,550人（前月 －9）（前年 －249）
［ 男 7,005人　女 7,545人 ］

人　口

5,001世帯（前月 ＋5）（前年 ＋7）世帯数

Baby赤ちゃん （4月届出）

（4月届出）
Weddingご結婚

植竹　宏綺 
西村　拓也
瀨間　雄嗣
三木　涼太

さん

さん

さん

さん

鳥居　由佳
尾下沙也加
䋆田　麻未
堂前ちひろ

さん

さん

さん

さん

（新道）

（向笠）

（長江）

（天徳寺）

│

│

│

│

宮田　悠叶
樋口　大稀
志賀　美桜
中西　心春

信一

治彦

裕介

甫

男

男

女

女

みや  た　　　ゆう  と

  ひ  ぐち        だい  き

 し   が          み    お

なか にし        こ   はる

ちゃん

ちゃん

ちゃん

ちゃん

さん

さん

さん

さん

（日笠）

（下タ中）

（上瀬）

（向笠）

お な ま え 性 別 保 護 者 集 落

ありがとう
ふ る さ と 納 税（3月）

Thanks

伊澤　克巳
岡田　源一
清水　洋輔
西川　政男
中西　栄介
伊澤　克巳
池田　　史
加藤　栄子
岩井　聡美
大久保浩之
奥村　正弘
竹村　尚章
池田多満実
恩田　享之
井藤　徳一
石ヶ守輝明
石井　利明

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

畑上　雄大
小林　彩香 
丸山　勇司 
佐藤　　将 
柴田　親夫 
江南　賢一 
石田　友彦 
中畑　寛治 
山村　　裕 
岸　嘉津幸 
伊藤　　元 
佐久間　崇 
中根　三美 
水野　　愛  
匿名432名

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

合計8,327,000円

今月の表紙
河内川ダムと八重桜
　今年の春は寂しい春になりま
した。
　しかし、自然はいつも通り巡っ
て満開のきれいな花を私たちに
見せてくれました。

〈4月25日 河内川ダムにて〉

「広報わかさ」へ
ご意見・ご感想を
お聞かせください！
　「広報わかさ」を町民のみなさま一人ひとりに
育てていただくため、広くご意見・ご感想を募集
します。下記宛てに郵便・メール・Fax等でお寄せ
ください。

〒919-1393 若狭町中央1-1
若狭町役場 総務課広報係
TEL 0770-45-9109　FAX 0770-45-1115
E-mail : soumu@town.fukui-wakasa.lg.jp

納付のお知らせ（6月）
納 期 限

★納期限までに納めましょう。
★集落集金の方は、区の集金日となります。
★口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

6月30日（火）
6月25日（木）6月の口座振替日
7月15日（水）6月の口座再振替日

町県民税 第1期
期 別項 　 目
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