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おとなの無料歯科健診
福井県歯科医師会☎ 0776・21・5511

と　き　平成 26 年 3 月 31 日まで
ところ　県内の協力歯科医院（予
　　　　約時に確かめてください）
対　象　18 歳以上
※予約時に「おとなの歯科健診の
　予約です」と伝えてください

ラジオ体操講習会
健康管理センター☎ 52・2222

　市では、ラジオ体操をとおして
健康づくりを推進しています。講
師の先生のもと楽しく正しいラジ
オ体操をしてみませんか（無料）
と　き　11 月 7 日㊍ 13 時 30 分〜
　　　　 15 時　受付は 13 時 10 分〜
ところ　市民体育館（後瀬町）
※予約は不要

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

と　き　11 月 19 日㊋、25 日㊊
ところ　健康管理センター（南川町）
内　容　特定（基本）健診、がん
　　　 　検診（肺・胃・大腸・子宮・
　　　 　乳・前立腺）、C・B 型肝
　　　 　炎ウィルス検査、骨検診
申込期限　定員がありますので、早
　　　　めにお申し込みください
※特定健診は、ご加入の健康保険
　者が発行した受診券が必要です

ダニ類にご注意を！
若狭健康福祉センター☎ 52・1300

　県内で採取されたマダニ類か
ら 重 症 熱 性 血 小 板 減 少 症 候 群

（SFTS）ウィルスが確認されて
います。
症　状　発熱や消化器症状を引き
　　　　起こし、重症化し、死亡
　　　　することもあります
予防方法　森林、草むら、やぶなどに
　　　 　入る場合は、肌の露出が
　　　　少ない格好をしましょう
帰宅後の　屋外での活動後は、マダ
注意点　ニなどに咬まれていない
　　　　か確認してください
咬まれ　無理に引き抜こうとしな
た場合　いで、皮膚科医などで処
　　　　置してもらってください

①U・I ターン者支援型
　対象者　空き家の改修工事を行
　　　　　なう U・I ターン者
　補助額　リフォーム費用の 3 分
　　　　　の 1（上限 20 万円）
②多世帯同居支援型
　対象者　多世帯同居を行なう住
　　　　　宅の所有者
　補助額　リフォーム費用の 2 分
　　　　　の 1（上限 40 万円）
対象工事　平成 26 年 3 月末日まで
　　　　に完了する工事
受付開始　11 月 1 日㊎
選定方法　先着順
※その他の対象条件もあります。
　詳しくは都市整備課にお問い合
　わせ下さい

居住促進住宅リフォーム支援
都市整備課☎内線 256

　取引先の突然の倒産が原因で経
営悪化の危機に直面してしまった
時に資金を借り入れることができ
る制度です。
内　容　無担保・無保証人で、積
　　　　み立てた掛金の 10 倍の
　　　　範囲内（最高 8,000 万円）
            で被害相当額の共済金が
            借り入れ可能です
取扱機関　中小企業基盤整備機構が
　　　　運営し、商工会議所、金
　　　　融機関の本支店などの窓
　　　　口で取り扱いしています
※詳しくはホームページをご覧く
　ださい
　　　　　　　　 　　  で検索

経営セーフティ共済
商工観光課☎内線 225

経営セーフティ共済

　個人事業主・会社などの役員の
人が事業をやめる場合などに備え
て、あらかじめ資金を準備してお
く共済制度です。
特　徴　掛金が全額所得控除
取扱機関　中小企業基盤整備機構が
　　　　運営し、商工会議所、金
　　　　融機関の本支店などの窓
　　　　口で取り扱いしています
※詳しくはホームページをご覧く
　ださい　　　　　　　 
　　　　　　　　 で検索

小規模企業共済制度
商工観光課☎内線 225

小規模企業共済

健やかふるさと料理の会
健康管理センター☎ 52・2222

と　き　12 月 1 日㊐ 11 時 30 分〜
ところ　JA 若狭本店（遠敷）
定　員　先着 100 人
参加費　1,000 円（39 歳以下の
　　　　人は 700 円）
※若い世代への伝承料理継承のた
　め割引料金とします
申し込み　11 月 5 日㊋から健康管
　　　　理センターでチケットを
　　　　販売（1 人 2 枚まで。売
　　　　り切れ次第終了）
　　　　同日 10 時から電話予約
　　　　も受け付けます

　福井県最低賃金が 10 月 13 日か
ら時間額 701 円に改定されまし
た。（改定前 690 円）
　詳しくは福井労働局（☎ 0776・
22・2691）へお問い合わせくださ
い。

最低賃金の改定
商工観光課

小児用肺炎球菌ワクチンの変更
健康管理センター☎ 52・2222

　小児用肺炎球菌感染症の定期予
防接種に使用するワクチンが変わ
ります。
変更前　沈降 7 価肺炎球菌結合型
変更後　沈降 13 価肺炎球菌結合型
変更日　11 月 1 日㊎
※予診票の変更はないので、持っ
　ている予診票をそのまま使用し
　てください 特定健診受診率向上について

健康管理センター☎ 52・2222

　本年度まだ特定健診を受けていな
い人は、かかりつけの医療機関から
検査データを直接提出してもらうと、
特定健診を受けたことになります。
対　象　次の要件を満たす人
　　　　①小浜市国民健康保険加
　　　　　入の 40 〜 74 歳の人
　　　　②定期的に医療機関にか
　　　　　かっている人（5 〜 8
　　　　　月診療分）
※対象の人には届出用紙を送付し
　ます。署名のうえ医療機関に提
　出してください

2013年漁業センサス
市民協働課☎内線 374

　11 月 1 日現在で「2013 年漁業
センサス　海面漁業調査　漁業経
営体調査」を実施します。
内　容　国の水産業の実態を明ら
　　　　かにするため 5 年ごと
　　　　に行なわれている調査
※対象となる人・団体に調査員が
　伺います。調査への協力をお願
　いします

フタトゲチマダニ タカサゴキララマダニ

不妊治療費の助成
健康管理センター☎ 52・2222

　市では、年度あたり 1 回 10 万円
を限度に不妊治療費の 2 分の 1 を助
成しています。本年度中に申請する
場合は、必ず一度ご連絡くさださい。
期　限　12 月 27 日㊎
◎助成は一夫婦につき年度内 1 回
　※県の助成が優先されます

議会報告会
議会事務局☎内線 512

　市議会は、議会で決まったこと
を報告するとともに、市民の皆さん
のご意見を伺い、議会活動に反映さ
せるための議会報告会を 3 会場同時
に開催します。
と　き　11 月 2 日㊏ 19 時〜 21 時
ところ　中名田公民館（下田）、加
　　　　 斗公民館（上加斗）、若狭
　　　　 ふれあいセンター（日吉）
内　容　「議会改革の取り組み」や
            「防災」などの説明、　意
　　　　見交換など
※開催場所の地区以外の人も参加
　できます

　12月・1月の2カ月分のパスカー
ドを発行します。
と　き　11 月 25 日㊊ から
　　　　9 時〜 18 時
ところ　道の駅「若狭おばま」物産館（和
　　　　　久里）※進入路から一番奥の建物
【広峰駐車場】　160 枚（先着順）
【駅前駐車場】　  50 枚（先着順）
料　金　各 10,500 円（2 カ月分）
※学生割引があります

市営駐車場パスカード発行
おばま観光局☎ 56・3366

と　き　11 月 23 日㊏ 10 時〜 15 時
ところ　福井県司法書士会総合相
　　　　談センター（福井市大手
　　　　3 丁目）
相談例　給料が遅れている、残業
　　　　手当を支払ってもらえな
　　　　いなど
申し込み　事前予約が必要です
　　　　☎ 0776・30・0771

労働トラブル110番（無料相談）
福井県司法書士会

　山川登美子記念館では、関西地
域の歴史や文化に気軽に接する機
会を提供する「関西文化の日」に
合わせて、無料開館します。ぜひ、
この機会にご来場ください。
と　き　11 月 16 日㊏、17 日㊐
　　　　9 時 〜 17 時（ 入 館 は
　　　　16 時 30 分まで）

山川登美子記念館の無料開館
文化課☎内線 445　法律、会計、税務、登記、年金、

不動産、各種許認可、特許など身
近な問題を弁護士などそれぞれの
専門家が無料で相談に応じます。
と　き　11 月 25 日㊊
　　　　13 時〜 19 時
ところ　AOSSA（福井市手寄 1
　　　　丁目）
申し込み　会場にて受付

福井県士業等団体友好協議会
合同無料相談会

日本弁理士会福井地区会☎ 0778・52・0328
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伝統工芸　秋の無料体験
商工観光課☎ 53・9705

　若狭工房では、11 月の伝統的
工芸品月間にちなみ、伝統工芸の
無料体験イベントを開催します。
と　き　11 月 17 日㊐
　　　　午前の部　10 時〜
　　　　午後の部　13 時 30 分〜
ところ　食文化館（川崎三丁目）
内　容　若狭塗（箸の研ぎ出し）、
　　　　若狭和紙（色紙すき）、
　　　　若狭めのう（ペンダント、
　　　　キーホルダー作りなど）
対　象　小・中学生
定　員　午前・午後各20人（先着順）
参加費　無料
※土日祝日の申し込みは若狭工房
　☎ 53・1034 へ

平成26年度文芸おばま事業
文化会館☎ 53・9700

　文化会館では、文化事業の企画
を公募しています。　
企画内容　音楽・演劇・映画・芸能など
申込期限　11 月 30 日㊏必着
※ 26 年度の事業に採択されれば、
　あなたが企画した催しを文芸お
　ばま事業として運営することが
　できます。詳しくはお問い合わ
　せください。

交通安全運転者講習会
生活安全課☎内線 475

　若狭交通安全協会小浜支部では、
交通事故を防止することを目的に、
講習会を開催します。
と　き　11 月 8 日㊎
　昼の部　13 時 30 分〜 15 時
　夜の部　19 時〜 20 時 30 分
ところ　中央公民館（大手町）
参加費　無料
※安全運転講習証または交通安全
　協会会員証を持っている人は持
　参してください

エスペラント語講座
働く婦人の家☎ 52・7002

　どこの国にも属さず平等で平和
を目指す庶民のための言葉、国際
語エスペラントを学ぶ講座です。
と　き　11 月 12 日 〜 12 月 17
　　　　日の毎週火曜日（全 6 回）
　　　　いずれも 19 時 30 分〜
　　　　21 時
参加費　1,000 円（テキスト代）
講　師　北

きた

川
がわ

昭
しょう

二
じ

さん
ところ　働く婦人の家（大手町）
申込期限　11 月 12 日㊋　

ふくいジョブカフェ「フレッ
シャーズ応援セミナー＆交流会」

商工観光課

　新入社員の職場定着と早期戦力
化を図るための研修会です。
と　き　11 月 15 日㊎
　　　　13 時 30 分〜 17 時 30 分
ところ　四季菜館（和久里）
対　象　県内中小企業の入社半年
　　　　から 1 年前後の新入社員
内　容　・コミュニケーション力
　　　　　向上のためのワーク
　　　　　ショップ
　　　　・交流会と個別相談
申込先　ふくいジョブカフェ
　　　　☎ 0776・32・4560

　市では、河川や下水路の水質検
査を毎年実施しています。８月に
市内 14 地点で実施し、水質の現況
は全地点でおおむね良好でした。
　今後も検査を続け、下水道・浄
化槽の普及促進に取り組みます。
検査地点　弁天川・堀川・多田川・森
　　　　 川の７地点、竹原３号水路、
　　　 　青井川雨水きょ、遠敷・
　　　　 今富の４下水路５地点
検査結果　【pH（水素イオン濃度）】・
　　　　【SS（浮遊・懸

けんだく

濁物質）】
　　　　ともにすべての検査地点
　　　　が水質が最も良い類型
　　　　に相当します。【BOD（生
　　　　物化学的酸素要求量）】
　　　   14 地点のうち 1 地点が
　　　　水 質 が 最 も 良 い 類 型、
　　　　12 地点が２番目または
　　　　3 番目に良い類型、1 地
　　　　点は 4 番目に良い類型
　　　　に相当します

河川等の水質検査結果
上下水道課☎内線 235

と　き　11 月 15 日㊎ 17 時 30 分〜
ところ　働く婦人の家（大手町）
講　師　谷

たに

田
だ

大
だい

輔
すけ

さん（㈱ タ ニ
　　　  タ前代表取締役会長）
演　題　タニタの経営論〜世界初・
　　　　家庭用体脂肪計、タニタ
　　　　食堂誕生秘話を交えて〜
受講料　無料（申し込み不要）

小浜法人会の公開講演会
（公社）小浜法人会☎ 52・1040

　市農業委員会では、10 月から
12 月までの 3 カ月間、遊休農地
の把握、違反転用の早期発見、農
地法の許可（届出）案件の履行状
況の確認を目的として、農地パト
ロール（利用状況調査）を行って
います。調査で農業委員や調査員
が農地内に立ち入ることがありま
すが、ご理解とご協力をお願いし
ます。

農地パトロール（利用状況
調査）にご協力ください

農林水産課☎内線 290

　11 月 11 日から 17 日までは「税
を考える週間」です。今年のテーマ
は「税の役割と税務署の仕事」です。
　税の仕組みや目的を理解し、より
深く税について考えてみませんか。
◎無料税務相談会
と　き　11 月 13 日㊌ 10 時〜 16 時
◎税金展
と　き　11 月 8 日㊎〜 15 日㊎
内　容　中高生の作文入賞作品や
　　　　税に関するパネルの展示
※会場はいずれも若狭図書学習セ
　ンター（南川町）

税を考える週間
小浜税務署☎ 52・6506

友好・姉妹都市児童生徒作品展
教育総務課☎内線 424

と　き　11 月 9 日㊏〜 13 日㊌
　　　　9 時 〜 17 時　 ※ 11 日
　　　　㊊は休館日、13 日㊌は
　　　　15 時まで
ところ　若狭図書学習センター　
　　　　（南川町）
内　容　奈良市、川越市、慶州市、
　　　　西安市、小浜市の児童・
　　　　生徒・園児の図画・習字
　　　　作品約 800 点を展示
入場料　無料

第17回新体操演技会
小浜新体操クラブ☎ 56・0806

と　き　11 月 17 日㊐ 14 時〜
ところ　市民体育館（後瀬町）
内　容　小浜新体操クラブ生徒に 
　　　　 よる個人・集団演技の発表
料　金　無料

�スポーツ�

障害者スポーツ指導員養成講習会
社会福祉課

と　き　12 月 1 日㊐、7 日㊏、8 日
　　　　㊐いずれも 9 時〜 17 時
　　　　※ 3 日間の全課程参加が必要
ところ　敦賀市福祉総合センター
　　　　（敦賀市東洋町）
料　金　3,750 円（テキスト代）
申込期限　11 月 15 日㊎
申し込み　福井県障害者スポーツ指
　　　　導者協議会
　　　 　☎ 0776・29・7920

　農耕車などの小型特殊自動車は
申告によりナンバープレートの交
付を受ける必要があります。
対象車　農耕トラクター、コンバ
　　　　イン、動力運搬車、田植
　　　　機、 シ ョ ベ ル ロ ー ダ、
　　　　フォークリフトなど乗用
　　　　装置が有るもの
持ち物　印鑑、販売証明書など

農耕作業用自動車等の申告
税務課☎内線 135

海のシルクロード音楽祭

日本の第九演奏会

　小浜市郷土研究会では、「梅田
雲浜の実像〜生誕 200 周年に向け
て〜」をテーマに秋の文化展を開
催します。
と　き　11 月 7 日㊍〜 10 日㊐
　　　　10 時〜 17 時（入場は
　　　　16 時 30 分まで）　
ところ　市立図書館（白鬚）
内　容　写真・掛け軸・手紙・愛
　　　　用の品ほか、子孫の梅田
　　　　さん（奈良市在住）所蔵
　　　　の初公開の史料など多数
　　　　展示

秋の文化展
小浜市郷土研究会☎ 59・0197

成人大学講座　「地域で考え
る防災のまちづくり」

生涯学習スポーツ課☎内線 433

と　き　11 月 16 日㊏ 13 時 30 分〜
ところ　中央公民館（大手町）
講　師　江

え

川
がわ

誠
せい

一
いち

さん（福井県立
　　　　 大学経済学部経済学科）
受講料　無料
申込期限　11 月 7 日㊍
※人数把握のため事前の申し込み
　にご協力をお願いします

秋季市民グラウンドゴルフ
大会

市民体育館☎ 53・0064

と　き　11 月 14 日㊍ 9 時〜
ところ　総合運動場（口田縄）

第 39回小浜市スポーツ少
年団バドミントン交歓会

市民体育館☎ 53・0064

と　き　11 月 24 日㊐ 9 時〜
ところ　市民体育館（後瀬町）
内　容　市内のスポーツ少年団が
　　　　バドミントンを通して、
　　　　団員同士の交流を深めます。


