
■問合せ　南条子育て支援センター　℡ 47 － 2411　　今庄子育て支援センターわかば　☎ 45 － 0788

8月の主な活動
【南条・今庄子育て支援センター合同】
  6 日（金） 子育て教室（第 4 回ベビーマッサージ）
 時　間　10時～11時
 場　所　南条保健福祉センター
	 　　　　※	バスタオルを 1枚持って来て

ください。
24 日（火） 子育て教室（保健師さんと話そう）
 時　間　10時～11時 30分
 場　所　南条保健福祉センター
	 　　　　※	ちょっとした心配事も相談で

きます。気軽に参加してくだ
さい。

【今庄子育て支援センターわかば】
  ３日（火） 青空支援「川あそび体験」
 時　間　10時～11時 30分
 集合場所　南今庄地区コミュニティー施設
	 　　　　※	タオルと着替えを持って来てく

ださい。
★�天気の良い日は水あそびをしています。タオルと
着替えを持って来てください。

子育て支援センターだより子育て支援センターだより

8月の保育所開放日
  ５日（木）　河野保育園（水あそび楽しいよ）
12 日（木）　南条保育所（あそびにおいで）
17 日（火）　今庄なないろこども園（水あそびをしよう）
19 日（木）　南条第二保育所（一緒にあそぼう）

暑い夏　水分補給は大切です！
夏本番、たくさん汗をかく季節となりました。体から
失われた水分を補給することは、子どもたちにとっ
てもとても大切です。子育て
支援センターには、ぜひお茶
を持って来てください。また、
元気な体と歯をつくるために、
糖分のある飲み物は控えま
しょう。

【南条子育て支援センター】
★�水あそびを楽しんで夏を快適に過ごそう！
　（�タオルと着替えを持って来てください。月・水・
木曜日はいつでもあそべます。）

　ゴミを減らし、リサイクルを進めることについて
絵手紙、標語を募集します。
募集内容
　	「食べ残しをしない」「マイバッグを使う」「ものを修
理して使う」「ポイ捨てをしない」「ゴミの分別を正し
くする」等ゴミの減量化やリサイクルの促進に関す
るもの

募集作品
◎絵手紙部門（	絵と文字の組み合わせ、文字数は 31 文

字以内）
　	大きさは普通はがき、または同サイズ（15 ㎝ ×10
㎝）の用紙で、製作方法は絵の具や色鉛筆など自由
です（写真、パソコンでの作品は不可）。

◎標語部門（川柳等も可、文字数は 31文字以内）
　はがき、FAX、電子メールで出品してください。
応募資格
　県内に在住または通勤・通学している方
募集締切　9 月 6日（月）（当日必着）

応募方法
　	作品（絵手紙は作品の裏面）に、氏名（ふりがな）、	
住所、電話番号、小・中・高校生は学校名、学年、一
般の方は年齢を明記のうえ、応募してください。

表　　彰
・最優秀賞　1点　賞状・副賞（1万円相当）
・優 秀 賞　1点　賞状・副賞（5千円相当）
・佳　　作　3点　賞状・副賞（3千円相当）
※	各部門、小学生の部・中学生の部・一般の部ごとに
表彰します。

・福井県産牛乳賞　2点　賞状・副賞
※	食べ残しをしないことに関する作品が対象です。
■応募先・問合せ
　〒 910－8580
　福井県安全環境部循環社会推進課	資源循環グループ
　℡ 0776－20－0317　FAX	0776－20－0679
　メールアドレス　junkan@pref.fukui.lg.jp	
　http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/	junkan/

「３
スリーアール

Ｒ推進メッセージ」募集
3R（スリーアール）とは、ゴミを出さない「リ
デュース」、使えるものは繰り返し使う「リ
ユース」、資源として再利用する「リサイク
ル」の3つの頭文字をとったもので、資源を
大切にするための行動を表しています。

　便利で安全な電気は、生活や産業に
なくてはならないエネルギーですが、
使い方をまちがえると、思わぬ事故に
つながります。
　特に、夏季には電気による事故が多
く発生しています。電気の安全を心が
けましょう！
●�電気はムダなく安全に使いましょう。
●�不良の電気設備はすぐに直しましょう。
●��出かけるときには、スイッチを切りま
しょう。

電気を安全に使う５つのポイント

①		漏電遮断器を取り付けて電気事故を
防ぐ。

②	感電防止にアース線を取り付ける。
③	ぬれた手で電気器具に触れない。
④	電気コードは引っ張らない。
⑤	しろうと工事はしない。

ISO9001認証登録
 財団法人北陸電気保安協会

8月は
「電気使用安全月間」です 　高校、大学、専門学校等に入学、在学する子どもの保護者の方は、

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」が利用できます。
対 象 者　	融資の対象となる学校に入学、在学する子どもがいる

保護者の方で、次の 1または 2の方
1．世帯の年間収入（所得）が次の表の金額以内の方

　　※子どもの人数は申込む方が扶養している子どもの人数
2． 世帯の年間収入（所得）が 990 万円（770 万円）以内であって
次の特例要件のいずれかに該当する方

【特例要件】	（1）勤続（営業）年数が 3年未満
	 （2）居住年数が 1年未満
	 （3）	返済負担率（借入金年間返済額 /年収）が 30%超
融 資 額　300 万円以内（学生 1人あたり）
使　　途　	入学金、授業料、教科書代、アパートなどの家賃等
利　　率　年 2.75%（6月 1日現在）
返済期間　	15 年以内（母子家庭・交通遺児家庭の方は 18 年以内

の延長が可能）
返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　証　（公財）教育資金融資保証基金
　　　　　（連帯保証人による保証も可能）
■申込み・問合せ
　日本政策金融公庫武生支店　　　　 ℡ 23-1133
　「国の教育ローン」コールセンター　℡ 0570-008656

「国の教育ローン」

子どもの人数 給与所得者（事業所得者）
1名 790 万円（590 万円）
2名 890 万円（680 万円）
3名 990 万円（770 万円）
4名 1,090 万円（860 万円）

スイッチを切って!!

スイッチを切って!!

　福井県では、県庁や総合防災センターなどの見
学会を実施しています。子ども会などでお気軽に
ご参加ください。皆さんのお越しをお待ちしてい
ます！

　福井県では、結婚を望む若い人同士が自然な
形で出会い、交流する機会を提供する取り組み
を支援しています。スポーツや文化活動など共
通の趣味を楽しむグループの立ち上げ経費や活
動経費を補助し、若者グループを応援します！日　　時　月～金曜日の 9時～16 時（祝日を除く）

申込方法　お電話でご希望の日時をお知らせください。
見学箇所（下の中から選んでください。）
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■申込み・問合せ
　 福井県総務部県民サービス室県民参加グループ　
　	℡ 0776－20－0221

対　　象　	20 歳以上の独身男女が各 10 名以上参加す
る 30名程度のグループ

　　　　　	※	既に活動中のグループは、新たなメンバー
を加えること。

　　　　　※	年間を通して、毎月 1回以上活動するグ
ループであること。

補 助 額　上限 15万円

■申込み・問合せ
　 福井県健康福祉部子ども家庭課
　	℡ 0776－20－0341

夏休みに県庁を
見学してみませんか！ 応援します！！

新たな出会い

新たな出会い応援します！！


