
 

  

  

「夕方見守り運動」は、子どもへの声かけ事案が多く発生する夕方に、大人が散歩などの屋

外活動を行い、子どもを見守ることで、子どもの安全を確保するものです。「犬の散歩をしな

がら」「花に水をやりながら」など、屋外でのちょっとした活動を夕方に合わせて行うことで、

地域の子どもを守る立派なボランティアになります。

「夕方見守り運動」に

ご協力をお願いします。

平成３０年度「家族でつくる青少年健全育成標語」

家族のコミュニケーションを促し、青少年の健全育成・非行防止意識の高揚と啓発を図る作品を募集して、

10,849作品のご応募をいただきました。審査により選ばれた金賞5作品と特別賞5作品をご紹介します。

不思議だな ガサガサなのに あったかい

孫の手を 引いて見送る 朝七時
あわら市金津小学校1年 赤 尾 鴻

赤 尾 政 治

おかあさん いっぱいいっぱい ありがとう

ありがとう 言われるたびに 力わく
坂井市立加戸小学校1年 内 田 幸 希

内 田 恵 子

やってみよう！ しっぱいおそれず チャレンジだ

やらせよう！失敗しても大丈夫次につながるチャレンジ精神
勝山市立三室小学校2年 浦 井 一 綺

浦 井 欣 樹

分かってる でも言えないよ 「ごめんなさい」

分かってる なのにおこって 「ごめんなさい」
越前市神山小学校2年 野 澤 拓 馬

野 澤 聡 美

僕の背に 感じる思い 見守る目

子の力 信じる心 待つ勇気
福井市灯明寺中学校3年 橋 本 奈 知

橋 本 敏 枝

［（公財）青少年育成福井県民会議会長賞］

あいさつは いろんな人に じぶんから

あいさつで えがおの花を さかせよう
坂井市立加戸小学校2年 西 野 莉 歩

西 野 道 代

［（一社）あすの福井県を創る協会会長賞］

ぼくの夢 支える家族 金メダル

努力する 過程と仲間 宝なり
福井市日之出小学校5年 小 田 悠 生

小 田 裕 也

［福井新聞社賞］

反抗期 子どもも親も 成長期
越前市 若 栗 賢 治

［ＦＢＣ福井放送賞］

聞いててね 今から言うよ きょうぼくね

教えてね 今日の出来事 楽しみだ
鯖江市豊小学校2年 朝 倉 啓 貴

朝 倉 和 也

［福井テレビ賞］

スマホ見て いつも話して ごめんなさい

スマホより やくにたてるよ お母さん
坂井市立平章小学校6年 谷 川 栞 奈

谷 川 美 紀

金 賞 特別賞
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「家族ふれあいデー」応 援 企 業
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「家庭の日」無料開放施設をご紹介します！

「家庭の日」には、下記の県立施設が無料で開放されます。ぜひ家族でご来館ください♪

★ 県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館（常設展）[福井市] ★ 県立歴史博物館（常設展）[福井市]

★ 県立美術館（コレクション展・企画展）[福井市] ★ 県立若狭歴史博物館（常設展）[小浜市]

★ 県立恐竜博物館（常設展）（７～９月を除く） [勝山市] ★ 県陶芸館（常設展）[越前町]

★ 越前古窯博物館（常設展）[越前町] ★ 県年縞博物館[若狭町]

～お問合せ先～

〒910-0003 福井市松本3丁目16-10 福井県職員会館2階 TEL＆FAX：（0776）20-0527

第 3 日曜日は「家庭の日」家族ふれあいデー

（公財）青少年育成福井県民会議

E-mail：seisyounen@fukuikenminkaigi.jp

U R L ：http://fukuikenminkaigi.jp/



 

  

業種区分 店　　舗 提供されるサービス 店舗所在地 備　考 優待券

宇佐美材木 粗品進呈（日曜日が休業の場合あり） 福井市 0776-85-1546

㈱ホンダクリオ福井 ドリンク等サービス 福井市 0776-23-3480

(有)人形のやまだ お買い上げ代金を10％割引 大野市 0779-66-2082 必要

エビヤ書店　バイパス店 粗品進呈 勝山市 0779-87-6565

観山洞 粗品進呈 勝山市 0779-89-1102 必要

三好生花店 ミニ花束プレゼント 越前市 0778-22-2460 必要

越前焼の館 陶器ご購入の方に越前焼の館で使用いただける200円分の商品券プレゼント 越前町 0778-32-2199 必要

菓子庵花えちぜん もちもちドーナツ５コ入750円購入の方にドーナツ1コプレゼント 福井市 0776-23-0280

香爐園 ソフトドリンク1本サービス（日曜日は要予約） 福井市 0776-22-0601

喫茶　良幸 コーヒーのおかわりサービス 福井市 0776-24-4757

創作割烹　伊呂波 ソフトドリンクまたはデザートをサービス 福井市 0776-34-0566

WAびすとろ　華むら ソフトドリンクまたはデザートをサービス 福井市 0776-34-2000

中華四川料理　西遊記 お子様にソフトドリンクを1杯サービス 福井市 0776-24-2480 必要

そば処　大手門 お子様におもちゃとあめ玉またはそばボーロのいずれか1個プレゼント 敦賀市 0770-23-5055 必要

アプロディール華双寿（ホテルアーバンポート） ソフトドリンク1本サービス 小浜市 0770-53-2020 必要

料理　海老喜 お子様にドリンク1杯サービス　　飲食代金を5％割引 小浜市 0770-52-0300 必要

御菓子司　おさや ポイント2倍進呈 大野市 0779-66-3780

お菓子のひろせ 生どらかカップ入りででっち羊羹（冬季限定）を1個サービス 大野市 0779-66-2693

そば処　梅林 お子様にソフトドリンクを1杯サービス 大野市 0779-66-3098

亀寿堂　本店 お子様にけんけらプレゼント 大野市 0779-66-2510 必要

亀寿堂　元町店 お子様にけんけらプレゼント 大野市 0779-66-4417 必要

（有）八田屋 カステーラ10％割引 大野市 0779-66-2482 必要

美濃喜 お子様にお菓子1個プレゼント 大野市 0779-66-2086 必要

旬彩遊食　厨ぼうず お子様にバニラアイス提供、小学生以下のお子様フリードリンク 勝山市 0779-87-3939

たまご工房　エグエグ お子様にドリンクサービス 勝山市 0779-64-5534

和洋菓子　よこやま 金額に応じてケーキ券（サービス券）を通常の2倍進呈 勝山市 0779-88-0547

菓子工房やまはつ お買い上げ金額の10％割引 鯖江市 0778-51-1162 必要

グリーンパーラー　ベルベール お食事をされたお子様に、ソフトドリンクまたはミニデザートサービス 鯖江市 0778-52-3888 必要

昭和堂 お買い上げでスタンプ2倍サービス 鯖江市 0778-51-0458 必要

フルーツ・ギフトおおつか 店内商品10％OFF 鯖江市 0778-51-0159

よしむらおかき　鯖江店 商品をお買い上げのお客様のお子様におかき小袋プレゼント 鯖江市 0778-51-1168 必要

お菓子の福寿堂 5％の割引（サービス券との併用不可） 鯖江市 0778-51-0474 必要

イル・ヴィゴーレ お子様にソフトドリンクまたはデザートをサービス 鯖江市 0778-53-1122 必要

御菓子司　大黒屋 店内商品5％OFF 鯖江市 0778-51-0451 必要

栄進堂　本店 店内商品10％OFF 鯖江市 0778-51-0471 必要

栄進堂　丸山店 店内商品10％OFF 鯖江市 0778-52-0471 必要

ベルジェ・ダルカディ弁慶堂 お買い上げでスタンプ2倍サービス 鯖江市 0778-51-0179 必要

菓子処　安価屋 お子様にお菓子をプレゼント 鯖江市 0778-51-1235 必要

手づくり菓子工房　ペルシュ 店内商品10％OFF（喫茶は除く） 鯖江市 0778-54-4500 必要

新珠製菓㈱国高店 おはぎを5個お買い上げの方におはぎを1個プレゼント 越前市 0778-25-0258

 

買　う

食べる

「家庭の日」(第3日曜日)にお子様(18歳以下)連れのご家族の方へ特典を用意している店舗です！

「家庭の日 家族ふれあいデー」の推進にご協力いただける

店舗・企業・団体 を募集しています。

★ご協力いただきたい内容★ ※いくつでも結構です。

家族とのふれあい時間（家族時間）をふやす取り組みの実践

家庭の日に、子ども（18歳以下）連れで来店のご家族に特典・サービスの提供

家庭の日に、子ども（18歳以下）連れで来店のご家族が参加できるイベントの開催

広告チラシやホームページ等で、「家庭の日 家族ふれあいデー」を紹介いただくなどの広報協力

「家庭の日 家族ふれあいデー」リーフレット等の設置、来店者への配布

青少年の地域貢献活動、自然体験、仕事体験等青少年の育成活動への協力

★ご協力いただいた場合の特典★

シンボルフラッグを提供

協力店舗・団体等の情報をリーフレットやホームページに掲載

関連イベント等の開催時に「家庭の日 家族ふれあいデー」啓発グッズを提供

「家庭の日 家族ふれあいデー」の協力店舗としてPR
2020年3月31日まで

毎月第3日曜日「家庭の日」のみ有効

です。

18歳以下のお子様を連れた家族の方

に限ります。
（優待内容などは、各店で異なります）

本券を利用される方は、各店舗の受付

にご提示ください。

本券は、「家庭の日」のホームページ

からもダウンロードできます。

有効期限

キ リ ト リ 線

キ

リ

ト

リ

線

家族ふれあいデー 参加企業ご案内

「家庭の日」のホームページ（http://fukuikennminkaigi.jp/kateinohi/）に掲載し

てあります申込書に必要事項をご記入の上、（公財）青少年育成福井県民会議事務局

までFAX、E-mailまたは郵送してください。

【お申込み方法】

優待券はこちらからダウンロードできます！

http://fukuikenminkaigi.jp/kateinohi/

検 索家庭の日 福井県民会議



 

業種区分 店　　舗 提供されるサービス 店舗所在地 備　考 優待券

お好みハウス与里路 お子様にお菓子1袋進呈 越前市 0778-22-2220 必要

四季の餅　あめ小 うす川餅2個サービス 越前市 0778-22-1272 必要

中華料理　香蘭 スタンプカード2倍サービス 坂井市 0776-72-7878

永平寺　胡麻豆腐の里　團助 粗品進呈 永平寺町 0776-63-3663 必要

美浜食堂 お子様にソフトドリンクを1杯サービス 美浜町 0770-32-0144 必要

川とく お子様にペロペロキャンディプレゼント 若狭町 0770-45-0706

喫茶スクウル お子様にソフトドリンクを1杯サービス 若狭町 0770-45-1118 必要

テアトルサンク 家族で来館された場合入場料金が一般1200円、中学生以下800円 福井市 0776-21-1511 必要

安田かまぼこ道場 お買上げ金額、体験料の10％割引 福井市 0776-53-2251 必要

子育てサポートセンター　きらきらくらぶ 第3日曜日にイベントを開催します 敦賀市 0770-22-6447

勝山城博物館 子ども（18歳以下）無料、家族は2割引（他のサービス（JAF等）との重複不可） 勝山市 0779-88-6200

鯖江市環境教育支援センター　エコネットさばえ 館内自由解放、ドリンク等サービス 鯖江市 0778-52-0050

㈱嶋田商会　三国マリーナ 水辺の自然とのふれあいのための体験航海（ボート乗船にて） 坂井市 0776-82-5511

サンホテル　やまね 宿泊代金を10％割引、夏休みのご利用ご家族様に花火プレゼント 小浜市 0770-52-1450 必要

ホテルアーバンポート花椿 夕食時にソフトドリンク1本サービス 小浜市 0770-53-2001 必要

若狭の宿　若狭ふぐとカニのホテルせくみ屋 有料宿泊者に、夕食時にソフトドリンクを1本サービス 小浜市 0770-52-0020 必要

松葉湯 福井市 0776-36-3238

荒川湯 福井市 0776-54-0521

宝永湯 福井市 0776-23-0499

やしろ湯 福井市 0776-36-2073

いづみ湯 福井市 0776-35-3707

すがや温泉 福井市 0776-25-0265

たきのゆ 福井市 0776-35-6159

桃の湯 福井市 0776-23-0268

福井市美山森林温泉　みらくる亭 親子同伴で、入浴料大人1名につき小学生1名「無料」または大人1名につき幼児2名まで「無料」 福井市 0776-96-4141

ガーデン＆エクステリア　緑香庭 粗品進呈、店内商品（カタログ含む）5％割引、工事ご依頼の方には「カタログギフト」プレゼント 福井市 0120-128-372 必要

ローンセンター福井 粗品（エコバッグ）進呈 福井市 0120-116-376

ローンセンター丹南 粗品（エコバッグ）進呈 越前市 0120-225-430

ローンセンター嶺南 粗品（エコバッグ）進呈 敦賀市 0120-615-617

（株）ベイ・クルーズ 全車種24h以上利用に限り5％OFF（第3土曜日に適用） 敦賀市 0770-25-0555 必要

ツダ印刷所 粗品進呈 小浜市 0770-52-2380 必要

ヨコヤマ写真館 ご家族集合写真撮影の方にキャビネサイズ額入写真をプレゼント（要予約） 鯖江市 0778-51-0312

タケウチ住建 ご家族様にプレゼント進呈 越前町 0778-32-7111

感動ハウス展示場 ご家族様にプレゼント進呈 越前町 0778-32-7111

   Aコープ　大飯店　　　　　　　　　　　 　　　　ヘアーサロントップⅢ

　Aコープ　小浜店 　　　　北陸労働金庫　福井県本部

　えちぜん鉄道㈱ 　　　　まちづくり福井㈱

　お酒のさわだ　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　松浦印刷所

　小浜信用金庫 　　　　㈱ミツバ商会

　㈱勝木書店 　　　　理容オークボ

　関西電力美浜原子力PRセンター 　　　　福井県自動車販売店協会(以下会員ディーラー)

　きらきらくらぶ 　　　　　福井日産自動車㈱

　銀扇福井㈱ 　　　　　日産プリンス福井販売㈱

　公文式教室 　　　　　福井トヨタ自動車㈱

　COCO'S 　　　　　福井トヨペット㈱

　㈲酒井宝飾 　　　　　トヨタカローラ福井㈱

　柴田美容室 　　　　　ネッツトヨタ福井㈱

　㈲じょうとく商店/ランドリーBoxひまわり 　　　　　福井ダイハツ販売㈱

　スキージャム勝山 　　　　　㈱北陸マツダ 福井支店

　㈱すづや旅館 　　　　　北陸スバル自動車㈱ 福井営業部 　　　　　　

　田野屋 　　　　　福井南スバル自動車㈱

　敦賀美方農業協同組合 　　　　　福井三菱自動車販売㈱

　福井きものセンター森野商店 　　　　　三菱ふそうトラック・バス㈱ 北陸ふそう福井支店

　㈱福井銀行 　　　　　いすゞ自動車東海北陸㈱ 福井支店

　福井県理容生活衛生同業組合 　　　　　福井日野自動車㈱

　福井信用金庫 　　　　　UDトラックジャパン㈱ 福井支店

　福井鉄道株式会社 　　　　　㈱スズキ自販北陸 福井支店

　㈱フクシン 　　　　　福井スズキ自動車販売㈱

　㈱福邦銀行 　　　　　㈱ホンダ四輪販売北陸

　ブティックほーぷ 　　　　　ホンダベルノ福井

平成31年2月末現在の参加店舗・企業です

泊まる

生　活

見る・遊ぶ

のサービスは、優待券提示の場合にのみ提供されます。

食べる

「福井市浴場組合」

親子同伴で、入浴料大人1名につき小学生1名「無料」

または大人1名につき幼児2名まで「無料」

運動推進にご協力・賛同いただいている企業の皆様です！

参加企業を

随時募集中です!

ご協力をいただき、ありがとう

ございます。運動推進上の課題や

ご意見などを、どうぞお聞かせく

ださい。

家族がふれあえる行事をご計画

の場合は、可能な限り第３日曜日

をあてていただきますようお願い

いたします。

お気軽にお問い合わせください。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

参加企業の皆さまへ…


