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2003年11月から18年6か月にわたり、あわら市の地域活性化とほんの少しの家計応援プロジェクトとして創刊してきました
「月刊おちょきん！」は、今月号をもちまして休刊いたします。フリーペーパーという形でまちづくりを考え、地域のスポンサー
の皆様と読者の皆様に支えられ、222回発行することができましたことに心より感謝申し上げます。人物紹介や地域情報等にご
協力頂きました皆様にも御礼申し上げます。小さな情報誌でしたが、少しでもあわらの活性化につながってくれたら本望です。
長い間ご愛読いただき、本当にありがとうございました。 おちょきん！編集部スタッフ一同 完

ソフトクリーム
ふつうサイズを
大盛りに
サービス!
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※ 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４年4月24日まで
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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  水曜日
営業期間  3月18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
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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

「新たなGo To トラベル事業」の概要について「新たなGo To トラベル事業」の概要について

GoToトラベルNEW!!

まだまだ旅行業界には厳しい状況ではございますが、日頃よ
り皆様にはお引き立て頂き本当にありがとうございます。
そんな中、国の「Go To トラベル」事業も心待ちにされてい
る方もいらっしゃるのではないでしょうか。
昨年の割引内容と若干変更点がございますので参考にして
下さい。　　　　　 （  　実施時期は今のところ未定です。） 
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30 !!割引 %

〈一泊あたり〉

割引上限額（宿泊付）
交通付き 10,000円
宿泊のみ 7,000円

割引上限額（日帰り）

3,000円

〈一泊あたり〉

「平日」「休日」の定義は別途発表予定です。

地域共通クーポン
平 日　3,000円
休 日　1,000円

感染症対策
●ワクチン・検査パッケージの活用
●旅行後2週間以内に陽性となった際
 の報告や旅行中の行動履歴の記録

FLOWER SHOP &FRUIT SHOP

TEL.73-0236

Igarashi Style Flower Life  Vol .73
Spring Flower Gift

金津高校
バロー

セブン
イレブン

セブン
イレブン 本店

金津中
あわら
市役所

中央
公民館嶺

北
縦
貫
道
路

あわら市市姫3-14-26

商品を見たい方は↓↓↓
検 索検 索楽天 いがらし楽天 いがらし

あの人の

おどろく顔が、

好き。
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4 あわらの根っこ
（一社） 全日本瓦工事業連盟 青年部 幹事
西澤瓦店 代表／岡田 輝将 さん



あわら市横垣39-5-10

外装・内装・エクステリア

http://www.arukultd.com

　春を迎え、穏やかな気持ちとともにお家もリ
フォームしてみませんか？？
　外壁はもちろん、お部屋の壁紙や床、トイレや
キッチンなど新しくなると、とても気持ちのいい
ものになると思います。
　色々な商品がございますので、お客様の想い
に添ったご提案をさせて頂きます。
　また、お家の事で考え中の方やお悩みのも、
是非1度お気軽にご相談くださいね♪

ＤＤＩＩＹＹ
大工大工 いつでもいつでもよろこんで

!
よろこんで

! ８８

有限
会社川島建築

TEL 73－5060あわら市花乃杜三丁目1－19
（ビッグマート金津店近く）

090－5176－7313
〈携帯〉

ＦＡＸ 73－5085

れ ん

第５回キーワードクイズ ④！！第５回キーワードクイズ ④！！
今月は２文字発表させて頂きます。

屋根裏話！！
　これまで屋根裏話（153話）にお付き合い下さり、
誠にありがとうございます。約13年間に渡りこの
おちょきん！にて、当店から皆様に“屋根工事の裏話”
として「屋根裏話」を届けてまいりました。少しでも皆
様にお得な事、知っておいて欲しい情報等を提供して
きましたが、おちょきん！が終わっても、当店の屋根裏
話の信念は変わりません！！
　もちろんこれからも当店は「ガイドライン工法」に
よる「軽い屋根より丈夫な家づくり」をしていきます。
 今後は偶数月１日の新聞折り込みチラシにて「屋根裏
話」を継続予定です。これまでより、皆様にお伝え出来
る情報量も増えますので、ますます充実した
「屋根裏話」にご期待ください！！

vol.153vol.153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

今回で５文字揃いました。５文字と住所、
氏名、年齢、電話番号をお書きになって
“瓦グッズプレゼント”にご応募ください。
（5月３1日までに必着）
応募方法は、はがき、ＬＩＮＥ、ＦＡＸどれでもＯＫ。
たくさんのご応募お待ちしております。
今回は、すべての正解者にかわいい瓦グッズを
プレゼントさせていただきます！！

福井県あわら市春宮1−14−24 
直通携帯 ０９０−８９６７−４８６７

TEL・FAX
０７７６−７３−０７３０

メール info＠kawara.pro
LINE @2430kawara

代表
岡田輝将
瓦葺技能士1級

エアコンのお手入れしていますか？エアコンのお手入れしていますか？

エアコンガスを１度抜き取り、エアコン内部
の不純物、水分を取り除きます。
その後クリーニングされたガスと不足分の
ガスを追加補充する事でエアコン本来の性
能を回復し快適にします！
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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

エアコンのお手入れは
2年に１度がオススメ！
本格的に夏に向けて
しっかりメンテナンスを！

メンテナンスを怠ると故障する事も！

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...
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知ってました 　？知ってました 　？知ってました 　？知ってました 　？

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！！ 10.1℃Before

After 7.4℃

フレッシュ
な空気 ひんやり

気持ちいい
安心
快適

夏目前！夏目前！

エアコン
効きの
改善！

エアコン
効きの
改善！

故障の
予防
故障の
予防

燃費の
改善
燃費の
改善

大切な思い出が詰まった各種テープ

カビ取り、テープ結合、癒着処理も承ります。

1,980
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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。
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