
■ 2 月カレンダー
日 催し、イベント など 休館日 休日当番医

　1 日㊐ 14 時〜 焼チョコ＆折染ペーパーバッグを作ろう！（食文化館 ☎ 53・1000） ★木村医院（四谷町）
☎ 53・1260

　2 日㊊ 温水プール

　3 日㊋ 9 時 30 分〜 子育てサロン「ベビーキッチン パート 4」※
　　　　　　（子育て支援センター☎ 56・3386） 市立図書館

　4 日㊌

　5 日㊍

　6 日㊎

　7 日㊏

　8 日㊐ 9 時〜 地区対抗卓球大会（市民体育館 ☎ 53・0064）
9 時〜 婦人のつどい（文化会館 ※詳細は P10）

★田中整形外科医院
（千種一丁目）
☎ 52・6868

　9 日㊊ 9 時 30 分〜16 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター） 温水プール

 10 日㊋ 9 時 30 分〜 すくすく広場（市内公立保育園・問子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

 11 日㊌㊗ 9 時〜 小浜市少年柔剣道大会（武道館・市民体育館 ☎ 53・0064）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

しんたに医院（千種一丁目）
☎ 53・1751

 12 日㊍

 13 日㊎

 14 日㊏ 11 時〜、14 時 30 分〜 よんでよんでかみしばい（市立図書館☎ 52・1042）

 15 日㊐ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★山手医院（山手一丁目）
☎ 53・5511

 16 日㊊ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12） 温水プール

 17 日㊋ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12） 市立図書館

 18 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「2 月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 19 日㊍

 20 日㊎
9 時 30 分〜 なかよしタイム※（子育て支援センター☎ 56・3386）
9 時〜 赤十字救急法救急員養成講習会※ （22 日まで 若狭ふれあい
　　　センター ※詳細は P12）

 21 日㊏ 9 時〜 市民スティックリング大会（市民体育館 ※詳細は P13）

 22 日㊐

10 時 30 分〜 おはなし会（若狭図書学習センター ☎ 52・2705）
11 時 10 分〜 わくわくこどもシアター（若狭図書学習センター ☎ 52・2705）
14 時〜 はまかぜ寄席（はまかぜプラザ ※詳細は P10）
14 時〜 若狭ウインドアンサンブル定期演奏会（文化会館 ※詳細は P10）
9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）

中山クリニック（多田）
☎ 56・5588

 23 日㊊ 9 時 30 分〜16 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター）
10 時〜 11 時 断乳のお話（健康管理センター） 温水プール

 24 日㊋ 市立図書館

 25 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「ひなまつり（製作と絵本）」※
　　　　　　（子育て支援センター☎ 56・3386） 市立図書館 ※★印のついた医院が休

　日当番医の場合、杉田
　玄白記念公立小浜病院
　（大手町）で小児科医が
　休日診療を行います

 26 日㊍

 27 日㊎ 20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

 28 日㊏

広報おばま　平成 27. 2 ⓴㉑ 広報おばま　平成 27. 2  

※印のついた相談は要予約です。相談は基本的に無料です。内容は変更される場合があります。※印のついた催しは要予約です。内容は変更される場合があります。
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●今年も元旦走ろう会など元日に行
われた行事を取材しました▶明け方
に少し雪が降りましたが、昼までは
陽がさす時間もありました（午後は
大雪でしたが）▶元旦の新鮮な感じ
と静けさが漂う中、陽ざしを浴びた
山々がとても美しかったので「今月
の一枚」にと取材と取材の間撮影に
没頭▶残念ながら採用されませんで
した▶今年も写真撮影の技術をもっ
と磨くことが目標になりました（和）

●フォトニュースに掲載した子育て
支援センターの「おもちつき」の取
材へ▶両親らと力を合わせて、一生
懸命に餅をつく子どもたちの姿を撮
影し、こちらも笑顔に▶日本人の食
文化において、餅は欠かせない食材
▶日本を代表する俳人・正

まさおか
岡子

し き
規

も「餅ついて春待ち顔の子猫かな」
と一句▶センター内に響く、きねが
餅をつく音と、みんなの笑い声が、
春を呼んでいるようでした（松）

人の動き（1月1日現在） 

・人口 30,590 人
　（前月比 -18 人）
　（前年同月比 -383 人）
　男性 14,921 人
　女性 15,669 人
　世帯数 11,837 世帯

・異動   転入 47 人
　　　  転出 49 人
　　　  出生 19 人　　
　　       死亡 35 人

小浜市小浜広峰 55
☎ (0770)52-0748 ・FAX(0770)52-0853

お気軽にお問い合わせください
お墓ディレクター（1級）在籍

（日本石材産業協会登録第12-100024号）

㈲杉田石材店

先祖供養のご相談は
是非当社へ！！ 
安心と信頼  地元の石屋さん

■各種相談日程
相談名 開催日 時間 会場 問い合わせ

エイズ・肝炎相談、検査 2 日㊊、16 日㊊ 9 時〜10 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
精神保健相談※ 3 日㊋、17 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
弁護士無料相談※ 3 日㊋ 13 時 30 分〜15 時 働く婦人の家 福井弁護士会☎ 0776・23・5255
結婚相談 5 日㊍、19 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分

文化会館 社会福祉課☎ 64・6011
結婚相談（本人のみ） 28 日㊏ 13 時 30 分〜 15 時 30 分
法律相談（消費生活トラブル）※ 5 日㊍ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

出張年金相談 5 日㊍、10 日㊋、
19 日㊍、26 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所

☎ 0770・23・9905
家庭教育相談 7 日㊏、21 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336

母乳育児相談
9 日㊊ 10 時 30 分〜 11 時 30 分

健康管理センター 同☎ 52・2222
23 日㊊ 11 時〜 11 時 30 分

スクスク元気っ子教室 17 日㊋ 10 時〜10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222
行政相談 17 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所 4 階 401 会議室 市民協働課☎ 64・6009
心配ごと相談 18 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5800
特設人権相談 18 日㊌ 13 時〜15 時 働く婦人の家 法務局☎ 52・0238

高齢者専門相談（法律）※ 19 日㊍ 13 時〜16 時 嶺南地域福祉相談・
介護実習普及センター 同☎ 52・7832

身体障がい者相談 20 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

BS・CS 放送を楽しみませんか
もっとテレビを楽しむキャンペーン実施中！

　　　　　　　　    株式会社ケーブルテレビ若狭小浜
　　　　　   　　　　　  　　　     52-7200

キャンペーン特典
★工事費（5,400円）無料！
★ご契約の方に3,000円分のギフト券プレゼント！

●地上波+BS放送　   　　     2,484円
●地上波+BS放送+CS放送   2,916円（月額）

小浜市 企画部 企画課 
北陸新幹線・総合交通推進グループ

☎ 0770・64-6008

新幹線 若狭の未来へ 
　　　　　　　 一直線

広告募集中！！
　広報おばまに広告を掲載して
いただける方を募集しています。
（個人・企業は問いません）
料金　１カ月１万円
要件　広報おばま広告掲載取扱
　　　要綱に基づき、法令に違
　　　反しない、公の秩序また
　　　は善良な風俗に反しない
　　　などの制限があります
■問い合わせ　市民協働課☎64・6009


