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

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・ふれあいコメント等を
必ず添えて、下記までご応募ください。

2020年4月20日（月）必着

さ か  な

※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。

頭の体操!
漢字クイズ!!

たくさんのご応募
ありがとうございました。

【3月号のこたえ】

雛

茶菓菜様の焼き菓子詰め合わせ
2名様にプレゼント！
茶菓菜様の焼き菓子詰め合わせ
2名様にプレゼント！

正解者の中から抽選で…
福井県あわら市桑野遺跡から出土した、
縄文時代を主とする国指定重要文化財の
石製装身具とは？

くわの

１ 勾 玉　 ２ 玦状耳飾　 ３ 埴 輪
まがたま はにわけつじょうみみかざり

もっとあわらを知ろう！

応
募
方
法

vol.129　vol.129　瓦屋さんの屋根裏話瓦屋さんの屋根裏話瓦屋さんの屋根裏話瓦屋さんの屋根裏話
瓦チップ！！

　皆さんは写真のような庭を見た
ことはありますか？？瓦を細かく砕
いた瓦チップを施工した様子です。
白の外壁とのコントラストがきれ
いですね！！
　春ですね～♪瓦チップを使って楽しくガーデニングし
てみてはいかがでしょうか？？当店は、不純物（釘や銅線
等）がないものを使用しますので仕上がりもきれいです。
　当店では「軽い屋根より丈夫な家づくり」を勧め
ています。雪が降らなくても屋根の点検
などは必要ですよ！！
　お気軽にお問い合わせ下さい！！

ん

キーワードクイズ ④キーワードクイズ ④
それでは、今月のキーワードです！

おちょきん！ ６月号にて答えを発表します。
抽選で数名の方に“かわいい瓦グッズ”をプレゼント!!

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 ０９０−８９６７−４８６７
TEL・FAX ０７７６−７３−０７３０

メール info＠kawara.pro
ホームページ https://kawara.pro

代表 岡田輝将
瓦葺技能士１級

食物臭食物臭

●予約多数の為、完全予約制です●予約多数の為、完全予約制です

普通車普通車普通車普通車

●介護車両の除菌も
お問合せください

●介護車両の除菌も
お問合せください

●お車のサイズによっては
別途お見積りとなります
作業時間もかわります

●お車のサイズによっては
別途お見積りとなります
作業時間もかわります

万が一、故障してしまった場合

修理代が
10万円以上になることも...

万が一、故障してしまった場合

修理代が
10万円以上になることも...

メンテナンスを怠ると
故障する事も！

・コンプレッサーの故障
・配管の錆つまり etc...

専用機器
ECO MAXで
メンテナンス！！

専用機器
ECO MAXで
メンテナンス！！

新車同様によみがえる！新車同様によみがえる！

カビ臭カビ臭ペット臭ペット臭たばこ臭たばこ臭

イヤ～な臭い
超!消臭!!

ととと
グググ ンンングググ ンンン

と

エアコンの効き目がエアコンの効き目が
夏に酷使した夏に酷使した

99%除菌
驚きの除菌力！驚きの除菌力！

･ 車内をリフレッシュされたい方！
･ ペットをお乗せの方！ ･ たばこを吸われる方！
･ 小さなお子さまがおられる方！
病気の原因となるウイルスをしっかり除菌します

おすすめしますこんな方に

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

お困り臭はないですか？お困り臭はないですか？ 軽度な臭いは軽度な臭いは

1回 2,000円（税込）1回 2,000円（税込）
3回チケット
購入の場合
3回チケット
購入の場合
3回チケット
購入の場合
3回チケット
購入の場合 1回 1,000円（税込）1回 1,000円（税込）

営業時間／AM9:00～PM7：00　あわら市田中々6-1-1営業時間／AM9:00～PM7：00　あわら市田中々6-1-1営業時間／AM9:00～PM7：00　あわら市田中々6-1-1
☎78-5559☎78-5559☎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。
お客様の安心安全の為に
存在し続ける会社です。
お客様の安心安全の為に
存在し続ける会社です。

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。

JR芦原温泉駅前　TEL. 73-0170／水曜定休／10：00～19：00

金津新話。金津新話。

74th74th74thおかげさまでおかげさまでおかげさまで74th74th74thおかげさまでおかげさまでおかげさまで74th74th74thおかげさまでおかげさまでおかげさまで74th74th74thおかげさまでおかげさまでおかげさまで74thおかげさまで

5年保証
子ども用メガネ

レンズ・フレーム無料交換
※状態によっては交換できないものもあります。

お子様の眼はとても繊細です。
もしかして見にくい？そろそろレンズ交換の時期？
身近にいる親御さんは気になるところですよね。
大切なお子様の大事な眼のこと、ご相談ください!!

お子様の眼はとても繊細です。
もしかして見にくい？そろそろレンズ交換の時期？
身近にいる親御さんは気になるところですよね。
大切なお子様の大事な眼のこと、ご相談ください!!

何度でも！

OAKLEY入学祝に！入学祝に！

花真っ盛り、桜が開花
し、草花なども最盛期
を迎えます。コロナウイ
ルスの影響で家にいる
機会が多いこの頃。
お花を飾って気分を一
新しましょう♪
お花にはそんな力があ
りますよ！
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イレブン

セブン
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FLOWER SHOP &FRUIT SHOP

TEL.73-0236

あわら市市姫3-14-26

Igarashi Style Flower Life  Vol .62
スプリングフラワーギフト

母の日 短期アルバイト募集
期 間／4月29日～5月11日
時 間／10：00～17：00（応相談）
内 容／母の日ギフト制作補助・梱包
時 給／900円（経験不問）
お気軽にお問い合わせください！

『いつも』が変わる家庭花

卯月号あわら市の
月刊情報紙

地域活性化
＆家計応援
プロジェクト
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2020 Vol.198 毎月1日発行
最新号から　

バックナンバーまで

▲ サラダ油淋鶏レシピ

菓子工房 茶菓菜 店主／大宮 裕美 さん人
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金津ハロータウン

ヤマキシ

金津高校

ポピア

嶺
北
縦
貫
道
路 バロー

富山きときと空港から直行便でひとっ飛び‼
手つかずの自然が残る南国リゾート
「八丈島」。咲き乱れる花に、八丈ブ
ルーと呼ばれる美しい海。太平洋を
一望できる絶景はまさに日本のリ
ゾート。島寿司や郷土料理も魅力的。
ご予約ご相談はお気軽に当店まで♪

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
あわら市横垣39-5-10
http://www.arukultd.com

ソフトクリーム
ふつうサイズを
大盛りに
サービス!

キ リ ト リ

※ お一人様1回につき1枚
※ ご注文時に提示ください
※ 他券との併用はできません
※ 令和２年4月20日まで

マスコットキャラクター
みるくちゃん

屋

田嶋牧場の新鮮な牛乳を

たっぷりつかった

あっさり味のソフトクリーム

営業時間  10：00～16：00
定 休 日  水・木曜日
営業期間  3月13日～11月頃

★芦原温泉街より車で5分
★金津 ICより車で約10 分
★フルーツライン沿いの安養院仏塔駐車場

★芦原温泉街より車で5分
★金津 ICより車で約10 分
★フルーツライン沿いの安養院仏塔駐車場
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