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社会奉仕デーのごみ受け入れ

環境衛生課☎内線 144

７月 24 日㊐は、市内一斉の社
会奉仕デー。当日は、不法投棄の
ごみや草刈りで刈った草木などに
限り、ごみ処理場で受け入れます。
燃やすごみはクリーンセンター、
不燃物ごみや資源ごみはリサイク
ルプラザへ持ち込んでください。
とき ７月 24 日㊐
８時 30 分〜 12 時
※家庭のごみや粗大ごみ（不法投
棄分は除く）は持ち込めません。
また、社会奉仕を中止した地区
を対象とした振替開放は行いま
せん

社会を明るくする運動

社会福祉課☎内線 182

７月は「社会を明るくする運動」
の強調月間です。
地域住民の連帯を強め、犯罪や
非行の防止、犯罪や非行に陥った
人たちの立ち直りを助けることへ
の理解と協力をお願いします。
また、若狭地区保護司会では、
更生保護活動を支援するため、各
区長を通じて募金袋を配布してい
ます。ご協力をお願いします。

ふるさと文化財の森

文化課☎内線 445

かや

中名田地区の茅場が、文化財建
造物の修理に必要な資材の供給地
域として、５月２日、文化財の「ふ
るさと文化財の森」に設定されま
した。これで、市内の「ふるさと
文化財の森」は、羽賀寺境内林
（ヒノキ）、明通寺境内林（ヒノキ）
とあわせて、３地区になりました。
名称 なかなた茅場
所在地 上田・小屋区
面積 36,832㎡
供給資材 茅（ススキ）
管理者 森の郷なかなた産物組合

⓭
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お米産地の表示

農林水産課☎内線 282

７月１日から「米トレーサビリ
ティ法」により、小売店などで販
売されるお米や米加工品の容器・
包装、外食店のメニューなどで、
消費者が原料米の産地がどこなの
か知ることができるようになりま
す。
対象品目
【小売店などで販売されるもの】
お米（玄米、精米など）、米粉、
もち、だんご、おにぎり、弁当、
米菓、米こうじ、清酒、単式蒸
留焼酎、みりんなど
【外食店などで提供されるもの】
白飯、すし、チャーハン、オム
ライス、カレーライス、ドリア
など
※７月１日以降に生産者が出荷し
たお米から産地情報伝達の義務
が生じます

市営駐車場パスカード発行

生活安全課☎内線 475

８月、９月分のパスカードを発
行します。
とき ７月 25 日㊊８時 30 分〜
ところ 生活安全課
【広峰駐車場】
枚数 160 枚（先着順）
【駅前駐車場】
枚数 40 枚（先着順）
料金 それぞれ 10,500 円

「最後の忠臣蔵」映画会

映画劇場実行委員会

とき ７月９日㊏
① 10 時〜 ② 13 時〜
③ 16 時〜 ④ 19 時〜
ところ 文化会館
料金 大人 1,000 円
高校生以下 500 円
チケット販売、問い合わせ
文化会館☎ 53・1111

お知らせ
山川登美子記念館特別企画展

文化課☎内線 442

短い人生を時代の象徴である
「明星」と共に生きた登美子。文
芸誌「明星」とそれを取り巻く歌
友との交流を、資料から探ります。
とき ７月 13 日㊌〜９月 26 日㊊
９時〜 17 時（入館は 16 時 30
分まで）
ところ 山川登美子記念館
休館日 毎週火曜日

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

年に一度の健康チェックをお忘
れなく。
とき、ところ ７月 20 日㊌＝松
永公民館、７月 22 日㊎＝宮川
公民館、８月９日㊋＝健康管理
センター
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・前立腺）、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
検診
※８月９日㊋は乳がん、子宮がん
検診あり
申込期限 検診日の 10 日前

悪質商法にご注意 !

消費生活相談室☎ 53・1140

点検やリフォームを口実に、高
額な契約を迫る悪質商法が増加し
ています。このようなケースに遭
遇したら、「はっきり断る」、「そ
の場での契約は避けて相談してか
ら決める」などの対応をお願いし
ます。万が一、契約してしまった
場合は、契約書面を受け取ってか
ら８日以内であれば、無条件で解
約できる「クーリング・オフ」制
度があります。
ひとりで悩まず、まずはご相談
ください。

日本脳炎予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

平成７年６月〜同 19 年４月 1
日生まれの人は、20 歳になるま
で、日本脳炎の定期予防接種を受
けることができるようになりまし
た。
【個別通知済】
３〜５歳（年中）と小学３〜５
年生の子ども
【来年度以降、個別通知予定】
６歳（年長）〜小学２年生の子
ども
【個別申し込みが必要】
●生後６カ月以上３歳未満で、感
染の恐れがあるなどで予防接種
を希望する子ども
●６歳（年長）〜小学２年生で今
年度予防接種を希望する子ども
●小学６年〜高校１年生の子ども

生活習慣病 女性限定検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき ７月 25 日㊊
ところ 健康管理センター
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（胃・大腸・肺・乳・子
宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検
査、骨検診
申込期限 ７月 15 日㊎

高齢者無料電話相談

福井弁護士会☎ 0776・23・5255

高齢者（満 65 歳以上）を対象
に、遺言、相続、土地、建物、金
銭、成年後見、虐待など、法律に
関することについて、弁護士が無
料で相談に応じます。
【相談日時】
７月４日㊊〜９月 29 日㊍の月
曜日と木曜日（祝日を除く）
14 時〜 17 時
【相談電話番号】
0776・23・5288
0776・29・7180

健康・福祉
食中毒にご用心！

健康管理センター☎ 52・2222

O-157 などの食中毒は、高温多
湿になる夏場に多く発生していま
す。予防の三原則は「清潔」、「加
熱」、「迅速・冷却」です。食事前
には手をきれいに洗うなど、家族
みんなで予防しましょう。

プレパパ & プレママ講座

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ７月 13 日㊌
13 時 30 分〜 15 時 30 分
栄養編「妊娠中からの体づくり」
とき、内容 ７月 16 日㊏
13 時 30 分〜 15 時 30 分
きずな
妊娠編「胎児との絆を作ろう」
ところ、申し込み
健康管理センター

人間ドック受診に助成

市民課☎内線 168

【対象】
① 40 〜 74 歳の国民健康保険加
入者（国保税滞納世帯の人を除
く）
②後期高齢者医療制度加入者（後
期高齢者医療保険料未納の人を
除く）
【種類、料金】
●一日ドック（男）＝ 43,050 円
（自己負担額 17,220 円）
●一日ドック（女）＝ 46,200 円
（自己負担額 18,480 円）
受診医療機関 杉田玄白記念公立
小浜病院
定員 先着 15 人
受診日 平成 24 年２月 27 日㊊、
28 日㊋、３月１日㊍、２日㊎、
５日㊊、６日㊋、８日㊍、９日㊎
申込方法 被保険者証、印鑑を
持って市民課で申し込みをして
ください

く

ら しの

７

月

情 報
【市民憲章】
私たちの小浜市は、日本では
じめて象が来たまちです。水と
魚や野菜が一番うまいまちです。
京や奈良の都へ文化を伝えたま
ちです。時代の先覚者をたくさ
ん生み出したまちです。これを
誇りとし、ここに市民憲章を制
定します。
１．歴史と文化財を生かし、豊
かな心をはぐくみ、文化の創
造につとめます。
１．豊かな自然を守り、食文化
のまちづくりを進め、健康と
もてなしの心を大切にします。
１．学問を愛し、勤労を喜び、
国際社会にはばたける人間を
めざします。

【人の動き】
（６月１日現在）
31,747 人
（前月比
+12 人）
（前年同月比
-218 人）
男性
15,510 人
女性
16,237 人
●異動
転入
77 人
転出
59 人
出生
30 人
死亡
36 人
●世帯数
12,021 世帯

●人口
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市制 60 周年記念事業
「若者へのメッセージ」

会計課☎内線 121

市では、次世代の若者へ伝えた
い思いをビデオに収録し、記念事
業の中で放映したいと考えていま
す。そこで、
「若者へのメッセージ」
ビデオ収録にご協力いただける人
を募集します。
対象者 概ね 60 歳台前半の人
定員 20 人程度
応募期限 ７月 11 日㊊
収録日
７月 21 日㊍〜 23 日㊏（予定）
収録方法 取材にお伺いし、メッ
セージを一言（約 20 秒以内で）
語っていただきます

季節の調理体験

〜７月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ７月 16 日㊏、18 日㊊、
22 日㊎ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 そうめん、アジフライ（サ
ラダ添え）
、芽カブの梅肉和え、
くずまんじゅう
定員 30 人
参加費 各 700 円

「おいでよ ! 働く婦人の家へ」
参加児童
働く婦人の家☎ 52・7002

働く女性のサポート事業「夏休
みイキイキ体験講座」を開催します。
とき ７月 26 日㊋、27 日㊌、
28 日㊍、８月２日㊋、３日㊌、
４日㊍、18 日㊍〜 20 日㊏
いずれも９時〜 17 時
ところ 働く婦人の家
対象 小学１〜３年生
定員 先着 15 人
参加費 3,000 円（ほかに実費が
必要な場合があります）
申込受付日 ７月５日㊋〜
※電話での申し込み不可

⓯
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サマーキャンプ in 若狭路

観光交流課☎内線 267

幅広い体験を通して人と人との
ふれあいを体感する「2011 サマー
キャンプ in 若狭路」。対象は県内
外の小学生で、３泊４日の体験旅
行です。
とき ①７月 25 日㊊〜 28 日㊍
②８月２日㊋〜５日㊎
③８月９日㊋〜 12 日㊎
④８月 16 日㊋〜 19 日㊎
ところ 小浜市、おおい町、高浜町
内容 キャンプや釣り、調理、伝
統工芸などの体験旅行
対象 小学生（３年生以上向け）
定員 各 40 人（20 人以上で実施）
参加費 39,800 円
申込期限 出発日の 10 日前
問い合わせ、申し込み （社）若
狭湾観光連盟☎ 52・7701
■旅行企画／ JTB 中部福井支店
官公庁長官登録旅行業第 1762 号

若狭消防組合職員

若狭消防組合総務課☎ 53・5212

職種 消防吏員Ⅲ種（高校卒業程
度）
採用人員 ２人程度
採用日 平成 24 年４月１日
受験資格 昭和 63 年４月２日〜
平成６年４月１日生まれの人
試験日、試験内容
【一次試験】 ９月 18 日㊐
●適性・教養・作文・口述試験
●体力検査
【二次試験】 10 月下旬〜 11 月
上旬実施予定
受付期間 ８月１日㊊〜 15 日㊊
※申込書は、若狭消防組合総務課
または若狭消防組合管内の各分
署にあります
※Ⅰ・Ⅱ種試験を受験した人は、
受験できません

国宝明通寺本堂檜皮葺（ひわ
だぶき）見学会

文化課☎内線 445

とき ７月 16 日㊏
① 10 時〜 ② 11 時〜
③ 14 時〜 ④ 15 時〜
ところ 明通寺本堂（門前）
参加料（拝観料）
大人 400 円
中・高・大学生 360 円
小学生 200 円
内容 本堂屋根ふき替え工事の見
学、竹くぎ打ちの体験
その他 申し込みは不要。運動靴
で参加してください

認知症について語るつどい

（社）認知症の人と家族の会☎ 53・3359

認知症の介護家族として聞いて
ほしいこと、聞かせてほしいこと
など、何でも気軽に話し合ってみ
ませんか。
と き ７ 月 ９ 日 ㊏ 13 時 30 分
〜 16 時
ところ ボランティア・市民活動
交流センター（中央公民館内）
参加費 無料

マナーを守って海水浴を

市道西街道線の通行止

市内の海水浴場で浜開きが行わ
れます。海水浴場でのルールとマ
ナーを守りましょう。
浜開き日
７月１日㊎＝矢代、２日㊏＝犬
熊、４日㊊＝田烏、６日㊌＝阿
納・志積・西小川・鯉川シーサ
イドパーク、８日㊎＝人魚の浜、
９日㊏＝勢浜
禁止事項 砂浜でのペットの散歩
と遊泳、魚釣り、バーベキュー
（鯉川シーサイドパークでは海
水浴場の指定した場所ではバー
ベキューが可能）
※各海水浴場で注意事項が異なり
ます。看板などで確認してくだ
さい

台風２号の影響で、土砂崩れが
発生している市道西街道線（谷田
部交差点〜法海交差点）を通行止
めにしています。通行の安全確保
ができるまでの間、引き続き通行
止めにします。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解ご協力をお願いし
ます。

観光交流課☎内線 268

都市整備課☎ 245

徴収事務委託

観光交流課☎内線 267

市では、サイクリングセンター
自転車使用料の徴収事務を杉本幸
隆さん（小浜大宮）と小川秀雄さ
ん（湯岡）に委託しました。
委託期間 平成 23 年４月１日〜
同 24 年３月 31 日

上下水道課☎内線 232

市では、蛇口パッキンの無料取
り替えサービスと無料配布（一人
５個まで）を行います。
蛇口を閉めても水がポタポタ漏
れる場合はご連絡ください。ただ
し、水と湯が同時に出る混合栓な
ど、取り替えできない場合があり
ます。申し込みのときに蛇口の種
類をお知らせください。
※パッキンの数に限りがあります
ので、昨年申し込んだ人はご遠
慮ください
申込期限 ７月８日㊎
取り替え日 ７月下旬

看護師再就業講習会

（社）福井県看護協会☎ 0776・52・1857

国民年金保険料を納めるのが困難な人へ

国民年金保険料免除制度
■問い合わせ

市民課☎内線 166

失業や所得が少ないなど経済的な理由で国民年金保険料を納付する
ことが困難な場合、本人が申請することで、保険料の納付を免除、猶

くらしなんでも相談

予する制度があります。保険料を未納のままにすると、将来の老齢基

法律問題をはじめ、日ごろ暮ら
しの中で困っていることに対し
て、弁護士や金融の専門家が無料
で相談に応じます。
とき ８月７日㊐ 10 時〜 13 時
ところ 勤労福祉会館（後瀬町）

す。必ず保険料を納めるか、免除制度をご利用ください。

福井県労働者福祉協議会☎ 0120・629・417

水道蛇口パッキンの無料取
替・無料配布

礎年金や障害基礎年金などを受けることができなくなる場合がありま

【申請方法】
印鑑、年金手帳、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
（失業などの理由で申請する場合のみ）を持って市民課で申請してください
【申請期間】
平成 22 年度分（平成 22 年７月〜同 23 年６月） → ８月１日まで受付
平成 23 年度分（平成 23 年７月〜同 24 年６月） → ７月１日以降受付
【注意事項】
・原則として毎年申請が必要
・平成 23 年６月まで免除されている人で、平成 23 年度も引き続き免除
を希望する場合は、７月１日以降申請してください
※全額免除・納付猶予の承認を受けた人で、継続申請の申し込みをした
人は、毎年申請する必要はありません

とき ８月３日㊌、10 日㊌、19
日 ㊎、23 日 ㊋、25 日 ㊍、26
日㊎、29 日㊊ いずれも９時
30 分〜 15 時 30 分
ところ 敦賀市立看護専門学校
（敦賀市木崎）
対象 看護職有資格者で就職希望
の人
内容 講義５日、技術演習１日、
病院見学１日
参加費 無料

多重債務相談窓口

財務省北陸財務局☎ 076・292・7866

多重債務や借金返済などで悩ん
でいることがありましたらお気軽
にご相談ください。
【相談日時】 月曜日〜金曜日
（祝日を除く）
９時〜 12 時、13 時〜 17 時
【相談窓口】 財務省北陸財務局
（金沢市新神田）
【相談電話番号・FAX】
電話 076・292・7951
FAX 076・291・6226
広報おばま
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食文化館運営ボランティア

食文化館☎ 53・1000

食文化館でのイベントや展示な
どの各種事業や活動に参加してい
ただける ｢かけはしサポーター会
員｣ を募集します。申込方法など
詳細はお問い合わせください。
※本年度の活動は、地蔵盆の展示
や他のボランティア団体との交
流会を計画しています
対象 高校生以上

スポーツ
第 42 回小浜市学童野球大会

「成人大学講座プログラム」受講者

生涯学習スポーツ課☎内線 432

市では、「健康で楽しい長生きのしかた」をテーマに、健康や身体、
生活に関する講座を開講します。誰でも参加できますので、お気軽にお
問い合わせください。
開催日

ところ

テーマ

７月 16 日㊏

中央公民館

脳を若く保つ秘訣

11 月上旬

中央公民館

消費者関係講座

12 月 17 日㊏

中央公民館

杉田玄白賞表彰式・講演会

３月 10 日㊏

中央公民館

姿勢の話

２月５日㊏

文化会館

人権講演会

時間 いずれも 13 時 30 分〜 15 時（一部変更になる場合があります）
受講料 無料
申し込み 随時受け付けています

児童クラブ夏休み会員

社会福祉課☎内線 189

期間 ７月 21 日㊍〜８月 31 日㊌
８時〜 18 時（土・日曜日と８
月 15 日㊊、16 日㊋は休み）
ところ 雲浜・西津・宮川・遠敷・
今富・口名田児童クラブ
対象 小学１〜６年生
定員 各５〜 10 人程度
料金 16,000 円
申込期限 ７月８日㊎
※申し込みが定員を超えた場合は
低学年、ひとり親家庭を優先し
ます

明るい選挙を啓発する
ポスター、標語

市選挙管理委員会☎内線 356

明るくきれいな選挙の推進につ
ながるポスターと標語を募集しま
す。
応募資格
●ポスター
県内の小学生〜高校生
●標語
県内在住の人
応募期限 ９月９日㊎
※応募方法、用紙など詳細は、お
問い合わせください

市民体育館☎ 53・0064

とき ７月 16 日㊏、17 日㊐
ところ 総合運動場

初級マレットゴルフ教室

「小浜のいいとこアルバム」写真募集 !

第 10 回 ｢杉田玄白賞｣ 募集

小浜市マレットゴルフ協会

とき ８月 29 日㊊〜９月 15 日㊍
の毎週月、木曜日 ９時 30 分
〜 11 時 30 分
ところ 総合運動場
定員 20 人
受講料 1,200 円
申込期限 ８月 17 日㊌
申込方法 市民体育館窓口にある
申込用紙で提出
問い合わせ 同協会事務局の水口
さん☎ 58・0806

学童泳力テスト大会
市民水泳競技大会

市水泳協会の鍋島さん☎ 52・1559

とき ７月 31 日㊐ ９時〜
ところ 若狭総合公園温水プール
【学童泳力テスト大会】
対象 市内の小学生
【市民水泳競技大会】
対象 市民ならどなたでも
申し込み 当日会場で
※同大会開催のため、７月 31 日㊐
の一般開放はありません
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食と医療・健康増進などに関する進歩的な研究や取り組み、
地域活動を行っている人や団体を、全国各地から募集し、その
中から功績顕著な人、団体を ｢杉田玄白賞｣ として表彰します。
【対象】
食と医療、食と健康増進、食育に関する進歩的な取り組み、研
究を行い、実績をあげている人
【応募方法】
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、文化課に郵送または持
参で提出
※応募用紙は文化課にあります。市公式ホームページからダウン
ロードすることもできます
※資料は５部以内とし、各 11 部添付してください
【応募期限】
８月５日㊎
【表彰】
杉田玄白賞（表彰状と賞金 50 万円）
奨励賞（表彰状と賞金 20 万円）
※奨励賞は、応募内容により設けます
【応募先・問い合わせ】
〒 917-8585 小浜市大手町６番３号
第９回表彰式の様子
小浜市教育委員会文化課
☎ 53・1111（内線 445） FAX 52・3223
e-mail rekishi ＠ ht.city.obama.fukui.jp

■問い合わせ

税務課☎内線 131

市では、
市制施行 60 周年を記念して
「小浜のいいとこアルバム」
を作成するための写真を募集します。
「小浜のいいとこアルバム」とは、
現在の小浜の観光パンフレッ
トなどに載っていない「小浜のもうひとつのいいとこ」や「小浜
のもうひとつの宝」などを集めた写真アルバムです。人物、
モノ、
風景など何でも構いません。

【対象】
小浜市民または市外在住の小浜出身の人
【応募点数】
１人３点まで
【応募期限】
８月 10 日㊌
【応募方法】
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、写真（プリントに限る）
と、選んだ理由を添えて税務課に郵送または持参で提出
※応募用紙は税務課にあります。市公式ホームページからダウン
ロードすることもできます
【審査】
応募作品の中から 60 点を選定し、アルバムにします
【応募先】
〒 917-8585 小浜市大手町６番３号
小浜市税務課内 「小浜のいいとこアルバム」作成事務局
【その他】
作成したアルバムは、60 周年記念「ときの箱」に収納するほか、
観光パンフレットなど、小浜市を PR するためにも活用します

平成 24 年４月採用市職員

総務課☎内線 354

募集 事務＝７人程度、土木＝若
干名、保育士＝若干名、保健師
＝若干名
受験資格
【事務、土木】＝昭和 56 年４月
２日以降に生まれた人
【保育士】＝昭和 53 年４月２日
以降の生まれで保育士資格を有
する人、または平成 24 年３月
31 日までに保育士資格取得見込
みの人
【保健師】＝昭和 53 年４月２日
以降の生まれで保健師免許を有
する人、または平成 24 年３月
31 日までに保健師免許取得見
込みの人
※いずれも性別、学歴、国籍は問
いません
受付期間
７月 25 日㊊〜８月８日㊊
試験日、試験内容
【一次試験】 ９月 18 日㊐
●教養試験 ●適性検査
●専門試験（土木、保育士、保
健師）
【二次試験】 10 月下旬実施予定
●作文試験 ●面接試験
申し込み 申込書は、７月１日㊎
以降に市役所総合窓口（１階）、
総務課（３階）で配布します。
必要書類を添えて受付期間内に
提出してください。郵送、イン
ターネット（ふく e ｰねっと）
でも申し込むことができます

小浜幼稚園半日開放デー

小浜幼稚園☎ 52・3768

とき ７月６日㊌
９時 30 分〜 11 時
ところ 小浜幼稚園
対象 未入園児と保護者
参加費 50 円（保険料）
持ち物 着替え、タオル、水筒
広報おばま
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16

７

観光交流課

■問い合わせ

☎内線 267

16 日に開通します。今回の開通により、小浜市街へのアク
セスが向上します。小浜市役所から舞鶴港までの所要時間が、

■８月１日㊊

ところ

国道 27 号利用時と比べて、約 10 分短縮されます。

ステージイベント
松上げ

市では、この開通を記念して ｢ハイウエイウオークおばま｣、
｢赤い車 60 台パレード｣ を開催します。

花火大会

ステージイベント
終了

■問い合わせ

ハイウエイウオークおばま
【と

と

き

７月 16 日㊏

内

容

シーフードチャーハンの海鮮あんかけ

ところ

象
員

10 時〜 13 時

青池調理師専門学校
夏野菜とトマトのグリル
保育園年中〜中学生とその保護者
先着 40 人

17 時 30 分〜 19 時 30 分

青池調理師専門学校

準備物 着物セット、腰ひも３本、帯板１枚、
問い合わせ

ビューティサロンいすず

８月１日㊊

定員

80 人（団体のみ・要予約）

19 時 20 分〜

若狭フィッシャーマンズワーフ

問い合わせ

若狭フィッシャーマンズワーフ
☎ 52・3111

→

【コース】

小浜 IC 着

舞鶴若狭自動車道

小浜 IC 発

加斗 PA 折り返し

→

→

小浜 IC 着

（往復約 20㎞）

小浜市は今年、
市制施行 60 周年を迎えます。この 60 年間、
さまざまな出来事がありました。今月から約半年間にわたっ
て、これまでの小浜市の歴史と生い立ちを、写真と年表で

年）

26

年】

26

広報おばま

小浜市 年のあゆみ

【昭和

● 小 浜 市 制 施 行（ 小 浜 町、 内 外 海

村、松永村、遠敷村、国富村、今富

村、口名田村、中名田村の１町７村

が合併）
。 人 口 ３ 万 ５ ３ ８ ６ 人、 戸

数７６８０戸

●広報おばま第１号発行

●小浜郵便局完成

年】

27

●国道１６２号線開通

【昭和

年】

28

●市役所庁舎完成

【昭和

42

人、重軽傷

億円）

45

13

号来襲（死者

人、被害総額

57

●台風

者

年】

30

●明通寺本堂、三重塔国宝に指定

【昭和

三姉妹コンテスト

●宮川村と加斗村が小浜市に合併

○○○な

【申し込み】
はまかぜ通り商店街
☎ 52・6259

人口３万７６９９人 戸数８２４９戸

七福神大笑い音頭パレード

●小浜漁港にはね上げ橋完成（全長

小浜音頭大パレード

28

・１㍍、幅６・０㍍）

市制 60 周年

●若狭湾一帯が国定公園に指定

テージイベントの様子

33

年】

小浜音頭パレードとス

【昭和

昨年の ｢夜の市｣ での

34

●消防署庁舎完成

☎ 52・6259

〜小浜市の 60 年を振り返る〜

年】

7

→

【昭和

はまかぜ通り商店街

平成 23.

小浜 IC 発

南川橋で折り返し

●小浜駅舎完成

広報おばま

舞鶴若狭自動車道

での 10 年を振り返ります。

大募集 !

22：00 終了

⓳

12 時〜 12 時 30 分（予定）

（少雨決行、荒天中止）

（往復約７㎞）

●図書館完成

20：40 よさこい

※一部変更になる場合があります

７月 16 日㊏

振り返ります。今回は第１回目として、昭和 26 〜 35 年ま

はまかぜダンス天国
（HIPHOP ダンス、フラダンス）
19：30
さばトラななちゃん浅井姉妹ショー
お笑いライブ、樽太鼓

はまかぜ通り商店街

き】

市制 60 周年特別企画

※参加費など詳しくはお問い合わせください

７月 31 日㊐

問い合わせ

【と

※参加するには申し込みが必要です。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。なお、申込期限は６月 30 日㊍です

☎ 52・0920

とき

乗船場所

☎ 52・3481

12：00 歩行者天国、100 円商店街
13：00 パーラー店開き
カードバトル チャンピオンシップ
13：30 集え ! バイク好き
ケータリングカー 大集合 !!
15：30 お笑いライブ
スイング スイング
16：00 吹奏楽の調べ
○○○な 三姉妹コンテスト
18：00 市制 60 周年 小浜音頭大パレード
18：40 七福神大笑い音頭パレード

ところ

【コース】

ところ はまかぜプラザ

■花火納涼船が出航

１人 500 円

■はまかぜ通り「夜の市」

き

き ８月１日㊊

10 時〜 14 時

（雨天決行、荒天中止）

■小浜美容師組合の「浴衣の無料着付け」
と

７月 10 日㊐

タオル１本

ココア風味プリン

問い合わせ

き】

赤い車 60 台パレード

市制実施祝賀祭の様子（昭和

参加費

と

☎内線 252
間もなく開通予定の小浜 IC（６月 15 日、府中）

■マリンピア親子料理教室（参加者募集）

定

都市整備課

人魚の浜海岸

協賛イベント

対

舞鶴若狭自動車道開通 !!

舞鶴若狭自動車道（小浜西 IC 〜小浜 IC、11.3㎞）が７月

松上げ・花火大会
18：30
19：45
20：20
20：50
21：30

小浜西 IC 〜小浜 IC

60

平成 23.

7

⓲

