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特典チケット
おちょきん！ ５月号

ご利用期限
5月末日

キ  リ  ト  リ  線キ  リ  ト  リ  線

特典チケットの使い方
「おちょきん！特典チケット」を本紙より切り離し、　　 マークのある
掲載店で「『おちょきん！』を見たんですけど…」とご提示いただくと、
その特典を受けることができます。特典チケットは各店舗共通で、
毎回使えますので、ご利用期限まで大切に保管してください。

5/12(sun) 10：00～16：00

らしゅえっと

らてあーと りかぷちーの

・アイシングクッキー体験（La.chouette様）

・ラテアート体験（latteart ricappuccino様）

・お弁当（村カフェとき様）

・アクセサリー・キャンドル・お花など販売・

　　キャンドルワークショップ（CoquetCoquette様）

・イベント限定メニュー（nälkä）
こけこけっと

なるか

あわら市大溝3丁目2-21（健心堂整体院横）
営業日：火・金・日（不定休あり）
営業時間：10：00～18：00

n ä lk ä
nälkä

※イベント当日のみ秋吉様駐車場を
利用できます。

1st
Anniversary

イベント当日のみ５点以上お買い上げの方に

クッキープレゼント！（先着20名様）
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FLOWER SHOP &FRUIT SHOP

☎73-0236
あわら市市姫3-14-26
㈱いがらし

商品を見たい方は↓↓↓
検 索検 索楽天 いがらし楽天 いがらし

Igarashi Style Flower Life  Vol .57
♡2019・5・12（日） Mother's Day♡
～母の日に感謝の気持ちを伝えましょう～

長らくご愛顧いただきました
「フローリィ5」は、4月21日を
もちまして閉店いたしました。
ご入り用の際は本店にお願い
いたします。

※繁忙期につき大変混み合い
　ます。事前予約はお早めに
　お願いします。

日頃の感謝の気持ちを込
めて、お母さんにカーネー
ションを贈りましょう！
お母さんのイメージにぴっ
たりな春のお花の花束や
アレンジメントもご予約承
ります。

母の日ギフト

インディ

70分よりお腹マッサージ（チネイザン）が入ります。
＊タイマッサージ（全身）

2019.4.28 NEWOPEN!

仕事場建てました！
遊びに来てね～

〒910－4113  あわら市横垣41－40
【営業時間】  AM9:00～PM9:00
◎予約制です 090－7080－6832
h t t p : / / i n d i 6 .web . f c2 . c om

〒910－4113  あわら市横垣41－40
【営業時間】  AM9:00～PM9:00
◎予約制です 090－7080－6832
h t t p : / / i n d i 6 .web . f c2 . c om

・・・・・ 60分 ￥4,200～

10分￥1,000単位です。
＊オイルマッサージ（全身）・・・・ 50分 ￥5,000～

全メニュー 20％OFF
※一回限り ※2019年9月末日まで有効

　CMで聞いたこと
のある曲やコンクー

ル

課題曲、紙やすりの
ような楽器を使った

曲な

ど、定期演奏会なら
ではの曲が演奏さ

れま

した。最後の「宝島」
は圧巻でした。

　吹奏楽部は6月2
日（日）午後2時から

「ち

はやふるweekinあ
わら」で演奏をしま

す。

定期演奏とは違う演
奏をお楽しみくださ

い。

　金津中学校顧問の先生
が、福井ブラスアカデミー
さんの演奏にパーカッショ
ンで参加されました。金津
中学校の生徒さんは、「新
鮮だった」といつもと違う
先生の姿をみた感想を笑
顔で答えてくれました。

自分達も若返った
ようで、楽しかった。
皆さんに良い演奏
を届けられたと思
います。

手拍子やアンコールをしている
時、一緒に演奏しているような
気分で、熱くなっていました。

いつも以上の人
数で、高校生と一
緒にやる演奏は
楽しかったです。

演奏会のお手伝いが
できて良かった。

ブラスアカデミーの人とやったダンス等、これまでの
打ち合わせや練習の成果を出せたと思います。

こんにちは！おちょきん探検隊です。福井県立金津高等学校吹奏楽部第31回定期演奏会が３月31日（日）ハートピア春江で開かれました。演奏は、4部構成になっており、金津高校吹奏楽部の他、OBや金津中学校、芦原中学校、福井ブラスアカデミーの皆さんの演奏も聴くことができました。中学生は「良い経験ができました。」と満足そうでした。

生徒会が受付
の仕事をして
いました。

金津高校
探検隊

MAIL vol.154 私たち新聞部が探検します！私たち新聞部が探検します！
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大型客船をおトクに楽しむクルーズ旅
横浜から上海への4泊5日ショートク
ルーズはいかがでしょうか？カジュアル
船なので初めての方やご家族の方にも
オススメ♪多彩なサービスや施設で夢
のクルーズを体験できます！
ご予約ご相談はトラベルハートまで。

トラベルハート（近畿日本ツーリスト特約店）
☎ 0776－73－8989

9：30～18：30（日・祝は17：00まで）営

あわら市大溝二丁目35-21 金津ハロータウン2F住

土休

金沢から
添乗員同行

旅行グッズプレゼント旅行グッズプレゼント
※掲載旅行ご成約の方　※1グループにつき1

回

あわら市横垣39-5-10
http://www.arukultd.com

５万円以上(税別） ご成約で
話題のスイーツ「キャラメルサンド」をプレゼント！



Vol.55

浅穂塗装有限会社
あわら市市姫5ー20ー25
営業時間／AM8：00～PM6：00 定休日／日曜・祝日

■自動車鈑金・塗装  ■新車・中古車販売  ■車検  ■保険代理店

http://www.asaho-auto.jp

TEL.0776ー73ー3000

バロー
金津店

あわら観光(株)

ヤマキシ

金津高校

あわら
市役所
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岡
↓
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江
↓

嶺
北
縦
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道
路

浅穂塗装

浅穂塗装有限会社中部運輸局長認定 特殊認定1種整備工場特殊認定1種整備工場優良自動車特殊事業優良自動車特殊事業

10,800円 ×84回月々

例えば…

HONDA
N-BOX

年
プラン
年
プラン77

頭金頭金

0円!0円!

すべて
コミコミ定額!
すべて
コミコミ定額!

車輌本体価格 1,270,000円（税込） 残価設定 381,240円（税込）
月々10,800×84回　　ボーナス払い（年2回） 45,360×14回（税込） 

ナンバーワン・セット ライトナンバーワン・セット ライト

全部コミコミ！！
月々定額・低額で
新車に乗れる！

他にも…

● 車両代　　● 車検整備
● 登録費用　● 自動車税
● 取得税　　● 自賠責
● 重量税　　● オイル交換
● 洗車（車検時）

マイカーリース
全メーカー対

応！

人気の軽新車に月々定額1万円から乗れる

浅穂塗装はSDGsに
取り組んでいます
SDGsとは2030年に向けて世界が合意した
「持続可能な開発目標」です。

働きがいも経済成長も
すべての人のための持続
的、包摂的かつ持続可能
な経済成長、生産的な完
全雇用およびディーセン
ト・ワーク（働きがいのあ
る人間らしい仕事）を推
進する

月々　 万円から1
選べる　  タイプ3

vol.118瓦屋さんの屋根裏話
自己紹介！！

　私は高校卒業後、坂井市内の瓦屋で約１０年の修行を積
み、地元に根づいた瓦屋を目指し独立しました。地域の皆様
のおかげで、独立して１０年が経ち、１１年目を迎えることがで
きました！！
　この１０年の間に結婚し子供も産まれ、二人の男の子の子
育てと仕事に日々忙しく過ごしています。
　まだまだ瓦や屋根について勉強中ですが、
幅広くお客様のご希望に応える屋根づくり、
「軽い屋根より丈夫な家づくり」
をモットーに工事いたします。
　今後も、皆様に屋根裏話を楽
しみにしていただけるよう頑張り
ます。
　当店に工事を依頼されてお待ち頂
いている方には、ご迷惑をおかけして
おります。大変申し訳ありません。

おうちの は大丈夫？屋根
大雨や強風…
おうちの は大丈夫？屋根

大雨や強風…
おうちの は大丈夫？屋根

大雨や強風…

代表 岡田輝将西澤瓦店
福井県あわら市春宮1−14−24 

（JR芦原温泉駅前・新富区）
直通携帯
TEL・FAX

０９０−８９６７−４８６７
０７７６−７３−０７３０

瓦葺技能士２級

「瓦のコースター」プレゼント！！「瓦のコースター」プレゼント！！
屋根瓦葺き替え工事ご成約の方屋根瓦葺き替え工事ご成約の方

営業時間／AM9:00～PM7：00　あわら市田中々6-1-1
☎78-5559

カーケア＆タイヤショップ

お客様の安心安全の為に
存在し続ける会社です。

工場長

オゾンの力で

安心&清潔な車内環境で
素敵なカーライフを♪
安心&清潔な車内環境で
素敵なカーライフを♪

除菌＋脱臭!
強 力

カビ臭・ペット臭
・

食物臭・たばこ
臭etc

イヤ～な臭い

超!消臭!!

＆高圧洗
浄！！

あなたの愛車をピカピカに！！

・水洗い
・シャンプー

・撥水コート
・ナノポリマー

全コース ※ふき上げ砂落し付き!

特別価格特別価格 3,000円!!3,000円!!（税込）（税込）

回数券3回回数券3回（施工時間 約15分）（施工時間 約15分）※強度な臭いの場合、複数回の施工がオススメ



応募方法

〒919-0632
あわら市春宮3-19-15
　有限会社ハロープリント
　　おちょきん！編集部 宛

2019年5月20日（月）必着

応募締切

※発表は当選者への発送をもって
　かえさせていただきます。

ハガキに、①クイズの答え②住所③ご氏名④年齢
⑤電話番号⑥「おちょきん！」へのご意見・ご感想
を必ず添えて、下記までご応募ください。

nälkä 様のnälkä 様の
お菓子セットをお菓子セットを

正解者の中から抽選で…

3名様に
プレゼント！
3名様に
プレゼント！

指号

和嬢

←

→

→

←

　とうとう「平成」から「令和」に変わりましたね。どんな時代に
なるか楽しみです。
　さて、今回からタブロイド版になった「おちょきん！」はいか
がだったでしょうか？お得な特典が付いたり、 クイズコーナー
が新しくなったりしています。これからも新しい情報やおもし
ろいコーナーが出来たりするかも…！？乞うご期待☆
  「時代が変わっても、ボクの人気は変わらない!?」  by ぶた夫

編集部に届いたおハガキの中から、ぶた夫が独断と偏見で
コメントしていきます。「おちょきん!」の感想やこんな特集を
してほしい !など何でもOK! 聞かせて頂ければ嬉しいです。
皆さんからの素敵なお手紙をお待ちしてまーす（　　）♪

編集後記

告知

が次号から再び始まります！

祝・新おちょきん！発刊！！

ぶた夫と読者の
　　 ふれあいコーナー

頭の体操！漢字クイズ!!
□に入る漢字は何かな？
４つの文字をヒントに考
えてね!頭をやわらか～く
して…ほらほら♪（　 ）

金津新話。
あわら市春宮1-9-30（JR芦原温泉駅前）
TEL.0776-73-0170／水曜定休
営業時間／10：00～19：00

　　　改元記念
　　  メガネセール！
　　　改元記念
　　  メガネセール！
「令和」「令和」

5/2(木) ▲ 18(土)

レンズ
レンズ
30％OFF30％OFFレンズレンズ 30％OFF30％OFF

メガネフレームメガネフレーム 20～80％OFF20～80％OFF
（一部除外品）（一部除外品）

メガネフレームメガネフレーム 20～80％OFF20～80％OFF
（一部除外品）（一部除外品）

新たな元号「令和」となりました
新元号から新しい自分でスタートしませんか？
学校や職場の新生活をサポートするメガネを
ご提案致します。

新たな元号「令和」となりました
新元号から新しい自分でスタートしませんか？
学校や職場の新生活をサポートするメガネを
ご提案致します。

73th73th73thおかげさまでおかげさまでおかげさまで73thおかげさまで

時計の
電池の交換
時計の
電池の交換500円引き500円引き

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

■行程■行程

（大人） 10,500円（大人） 10,500円■旅行代金■旅行代金

大原三千院（青もみじの境内を参拝）

 葵祭（下鴨神社にて各自見学）※雨天の場合、葵祭は
順延となり見学できません。 エクシブ京都 八瀬離宮（ランチバイキングの昼食）

7：00 7：55三国・芦原・金津・丸岡・福井北

■行程■行程

伊勢神宮
（おかげ横丁散策もどうぞ）内宮

外宮（皇室と深いつながりのある神宮を参拝）

6：30 7：25三国・芦原・金津・丸岡・福井北

（大人） 12,000円（大人） 12,000円■旅行代金■旅行代金

19：05 20：00福井北・丸岡・金津・芦原・三国

■行程■行程

道の駅古今伝授の里やまと（買い物）

 アジサイロード 神明温泉（車窓観光）

湯元 すぎ嶋（昼食と入浴【滞在約3時間】隠れ家の風情を漂わせる秘湯の宿）

7：00 7：55三国・芦原・金津・丸岡・福井北

19：05 19：40福井北・丸岡・金津・芦原・三国

■最少催行人数20名　■朝軽食・昼食付　■添乗員同行

21：35 22：30福井北・丸岡・金津・芦原・三国

（大人） 10,500円（大人） 10,500円■旅行代金■旅行代金

■最少催行人数20名　■朝軽食1回、朝食1回、昼食1回、昼弁1回、夕食1回付　■添乗員同行■最少催行人数20名　■朝軽食1回、朝食1回、昼食1回、昼弁1回、夕食1回付　■添乗員同行

■行程■行程

こんにゃく工房 尾瀬遊山ホテルに戻り入浴 （買い物）

 吹割の滝道の駅ゆのたに・深雪の里（昼食） （天然記念物に

指定されている、高さ７ｍ、幅30ｍ余りの圧倒的な名瀑の観光） 尾瀬高原ホテル【泊】

尾瀬ヶ原散策 ホテル （各自散策【約6時間】 尾瀬らしさを楽しめる鳩待峠からの人気コース！）

（4名以上1室）
27,500円
（4名以上1室）
27,500円

（3名1室）
28,500円
（3名1室）
28,500円

（2名1室）
30,500円
（2名1室）
30,500円

お一人様お一人様■旅行代金■旅行代金

DXDX

■最少催行人数20名　■昼食付　■添乗員同行

松燈庵 伊勢神宮（昼食）
■行程■行程

総本山 永観堂禅林寺
（青もみじの境内を参拝）

貴船神社（参拝）

7：10 8：05三国・芦原・金津・丸岡・福井北

（大人） 16,500円（大人） 16,500円■旅行代金■旅行代金

19：05 20：00福井北・丸岡・金津・芦原・三国

■最少催行人数20名 ■朝軽食・昼食付 ■添乗員同行

貴船 ひろ文（昼食）
■行程■行程

さくらんぼ狩り
高砂などを30分食べ放題）

岩松院（観光） （佐藤錦や

6：30 6：50三国・芦原・金津

（大人） 11,500円（大人） 11,500円
（小学生未満） 10,800円（小学生未満） 10,800円

■旅行代金■旅行代金

20：00 20：20金津・芦原・三国

6：00 6：20三国・芦原・金津

23：10 23：30金津・芦原・三国

■最少催行人数20名 ■朝軽食・昼食付 ■添乗員同行

茶房 まめ家（昼食）

6月26日㊌・30日㊐6月26日㊌・30日㊐

6月2日㊐6月2日㊐

6月15日㊏・17日㊊
　 22日㊏・27日㊍
6月15日㊏・17日㊊
　 22日㊏・27日㊍

5月15日㊌5月15日㊌
残席わずか

残席わずか

日帰り 京都日帰り 三重 日帰り 長野

日帰り 京都

■出発日 ■出発日 
■出発日 ■出発日 5月27日㊊

6月23日㊐
5月27日㊊
6月23日㊐

6/2

6/3

写真提供：ググッとぐんま写真館写真提供：ググッとぐんま写真館

総勢500名以上の風雅な
古典行列は圧巻の一言！

おすすめポイント

■出発日 ■出発日 

新元号「令和」記念！

■出発日 ■出発日 6月5日㊌・16日㊐6月5日㊌・16日㊐
■出発日 ■出発日 

■出発日 ■出発日 

1泊2日
群馬

軽

昼

夕

朝

弁

-

出発決定日 歩く距離が長い観光施設が含まれます DX ワンクラス上のお食事をご用意 朝軽食をご用意

5月15日㊌5月15日㊌

6月15日㊏・17日㊊
　 22日㊏・27日㊍
6月15日㊏・17日㊊
　 22日㊏・27日㊍6月5日㊌・16日㊐6月5日㊌・16日㊐

6月2日㊐6月2日㊐
DX

日帰り 岐阜

6月26日㊌・30日㊐6月26日㊌・30日㊐

5月27日㊊
6月23日㊐
5月27日㊊
6月23日㊐

あわら旅倶楽部のご案内あわら旅倶楽部のご案内あわら旅倶楽部のご案内

HPからも
予約できます！
http://www.awarakanko.com

出発地 《三国》えちぜん鉄道 三国駅　《芦原》えちぜん鉄道 あわら湯のまち駅　《金津》あわら観光㈱ 　《丸岡》大宮亭様駐車場　《福井北》福井北インター近く

TEL. 0776－73－0022
〒919-0621 福井県あわら市市姫5丁目17－20

9：00～18：00営

福井県知事登録旅行業第2－171号 総合旅行業務取扱管理者／松原淑裕

※お申込みの際に詳しい旅行条件のご案内をお渡し致します。事前にご確認の上、お申込み下さい。

旅行企画
実　　施 月曜日～金曜日（祝日除く）

6月1日出発分より、朝食用おにぎり弁当を
ご用意します。（一部コースを除く）
朝は身支度を整えてバスに乗り込めばＯＫ！
朝の時間の短縮にお役に立てれば幸いです♪

お知らせ

3今月の
レベル 級

ナルカ


