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�健康・福祉�

�イベント �

秋のフラワーデザイン講座

梅田雲浜生誕200年記念事業
講演会（無料）

つきイチ『バラエティー』

働く婦人の家☎ 52・7002

文化課☎内線 442

文化会館☎ 53・9700

と　き　10 月 10 日㊏、24 日㊏、
　　　　11 月 14 日㊏ほか全 5 回
　　　　いずれも 13 時 30 分〜 15 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
料　金　5回3,000円（材料費別）
申込期限　10 月 3 日㊏
※花切りバサミと持ち帰り用袋
　を持参してください
※受講日当日のキャンセルはご
　遠慮願います

　郷土の偉人「梅
うめだ

田雲
うんぴん

浜」の生誕
200 年を記念し、雲浜の人物像を
紹介する講演会を開催します。
と　き　9 月 14 日㊊
　　　  19 時〜 20 時 40 分
ところ　小浜商工会議所（大手町）
内　容　梅田雲浜の人物像について
講　師　村

むらかみ

上利
としお

夫さん（郷土史研究家）

　お昼休みのひととき、お誘い合
わせのうえ気軽にお越しください。
と　き　9 月 2 日㊌
　　　　12 時 20 分〜13 時
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　男声合唱団フロッグス
　　　　による「男声合唱の魅
　　　　 力を市民の皆さんに」
料　金　無料

生活習慣病検診

とき・　9 月 14 ㊊＝健康管理セン
ところ　ター（南川町）、28 日㊊＝
　　　　若狭総合公園温水プール
　 　 　（北塩屋）
内　容　特定（基本）健診、がん
　　　　検診（肺・胃・大腸・子宮頸・
　　　　乳・前立腺）、C・B 型肝
　　　　炎ウィルス検査、骨検診
申込期限　検診日の７日前まで
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要です

みんなであそぼ（子育て教室）
健康管理センター☎ 52・2222

とき・　10 月 2 日㊎＝国富公民
ところ　館（栗田）、6 日㊋＝加
　　　　斗公民館（上加斗）
　　　　いずれも 9 時 30 分〜　
　　　　11 時 30 分
対　象　市内在住の入園前の子ど
　　　　もと保護者
内　容　親子遊び、手づくりおやつ
　　　　の試食、子育て相談ほか
参加費　無料

健康管理センター☎ 52・2222

　9 月 10 日㊍は、第 55 回「下水道の日」です。下水道は、トイレの水洗化などの
生活環境の改善のほか、川や海の水質汚濁防止のためになくてはならないものです。
　水はすべての生命の源です。水をきれいに保つことが、小浜の豊かな自然
と私たち自身を守ることにつながります。

9 月 10 日は「下水道の日」

国保の保険証を更新します
市民課☎内線 168

　国民健康保険の被保険者証を
更新します（有効期限：平成 27年
10 月 1 日〜 28 年 9 月 30 日）。
　新しい保険証は、9月下旬に
簡易書留で郵送します。期限切
れの保険証は、破棄するか、市
民課へ返却してください。

�お知らせ�

生活習慣病検診（女性限定）

と　き　10 月 5 ㊊
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・子宮頸・
　　　　乳）、C・B 型肝炎ウイ
　　　　ルス検査、骨検診
申込期限　検診日の７日前まで
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要です
※託児があります。申込時に合わ
　せて予約してください

健康管理センター☎ 52・2222

動物愛護フェスティバル
環境衛生課

　9月20日㊐〜26日㊏は動物愛護
週間です。人と動物が共に生きる
大切さについて考えてみましょう。
景品が当たるイベントもあります。
と　き　9 月 23 日㊌㊗
　　　　10 時〜15 時
ところ　若狭総合公園（北塩屋）
内　容　小動物とのふれあい、獣
　　　　医師体験、犬のしつけ教
　　　　室、 動物クイズなど
※問い合わせは、県健康福祉部医
　薬食品・衛生課 食品安全グルー
　プ☎ 0776・20・0354

　法律により、下水道がすでに
整備された区域では、すみやか
に下水道に接続しなければなり
ません。
　台所、風呂などの排水設備は
1年以内に、汲み取り便所は 3
年以内に水洗便所に改造し、下
水道への接続をお願いします。

下水道への接続のお願い

　アメニティ（水洗便所改造）資金は、公共下水道がす
でに整備された区域内で水洗便所に改造する場合に利
用できる融資制度です。
融資限度額　150 万円（供用開始から 3 年以上経過した
　　　　　区域は 100 万円）
融資利率　年 1.5％（平成 27 年 4 月 1 日現在）
償還期間　60 カ月（5 年）以内

アメニティ資金をご利用ください

■問い合わせ先　上下水道課☎内線236

下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

おばま浜参道楽市

　町家と歩道を使った楽しいスト
リート「市」においでください。
出店を希望する人も歓迎しています。
と　き　毎月最終日曜日
　　　　9 時〜 1 6 時
ところ　浜参道（酒井・住吉：つ
　　　　ばき回廊商業棟跡地前の
　　　　町家と歩道）
内　容　8 月：夏休み企画ハワイ
　　　　アンダンスと子どもプール
　　　　9 月：焼きたてパン屋や
　　　　エステ店など、個性あふ
　　　　れるお店が盛りだくさん
※駐車場は、浜参道内の特設駐車
　場、または人魚の浜東駐車場を
　利用してください
※問い合わせは、町家ギャラリー
　栖

せいすいかん

水館 辻
つじ

保
やすひろ

宏さん☎ 52・1503

商工観光課
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 285

　市農業委員会による農地パトロー
ル（利用状況調査）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。ご理解とご協力をお願いします。
期　間　9 月〜 12 月
目　的　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
※農地は食料の生産基盤である大切
　な資源です。しかし、管理を怠る
　と、遊休農地は病害虫の発生、有
　害鳥獣の隠れ場所となり、近隣の
　農地や住民に被害、迷惑を及ぼす
　原因となります。農地の所有者は
　適切な管理をお願いします

農地の転用・売買・貸し借り
には許可が必要です

①農地を住宅や駐車場、資材置場
　などに変更する場合には、県知
　事の許可が必要です（農業振興
　地域内の農用地区域内にある農
　地は、原則転用できません）
②農地の売買や貸借をする場合に
　は、農業委員会の許可が必要です
※農地に関する相談は地元の農業
　委員または農林水産課まで
※許可なく農地を埋め立てたり、許
　可どおり転用しなかったりした場
　合、工事を中止させて元の農地に
　復元させることがあります。また、
　3 年以下の懲役または 300 万円
　以下の罰金（法人は 1 億円以下）
　が科せられる場合があります

農林水産課☎内線 285

ワクワク広場面白塾バージョン 1

　はがパレットに子どものための
広場をつくります。今回は、釘を
打ったり色を塗ったりして、木で
大きな迷路を作ります。お昼はみ
んなで流しそうめんをします。
と　き　9 月 22 日㊋㊡　
　　　　10 時〜15 時
ところ　はがパレット（羽賀）
参加費　500円（弁当代・保険代）
対　象　市内在住の子ども（保育
　　　　園年長〜小学生）、保護
　　　　者（スタッフのお手伝い
　　　　をお願いします）
定　員　24 人（応募者多数の場合抽選）
申込期限　9 月 5 日㊏必着
※応募は、メールまたは往復は    
　がきで、名前・住所・学年・
　連絡先・保護者名・保護者参
　加の有無をお知らせください
※応募先は、はがパレット（〒
　917-0017 羽賀 40-6）、mail:
　hagapalette2013@docomo.ne.jp まで

生涯学習スポーツ課☎ 64・6033

　県産材を活用した店舗・事業
所などの改修に対し、最大 30
万円を支援します。
補助対象　壁、天井、床、柱、塀、ウッ
　　　　ドデッキなど来訪者から
　　　　見える部分の改修
対象者　県内で店舗・事業所など
　　　　を経営・所有する人
補助額　県産材の使用量に応じ
　　　　て構造材など 1㎥あた
　　　　り 7,000 円、造作材・
　　　　板 材 な ど 1 ㎡ あ た り
　　　　5,000 円（1 件あたり
　　　　5 〜 30 万円）
申込先　福井県嶺南振興局 林業・
　　　  木材活用課☎ 56・2218
※応募方法など詳しくは申込先ま
　で問い合わせてください

県産材でリフォームを
農林水産課
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と　き　9 月 14 日㊊、17 日㊍、
　　　　19 日㊏
　　　　いずれも 10 時〜13 時
ところ　食文化館（川崎三丁目）
内　容　サバの棒寿司、サバ煮つけ、
　　　　 サババーガー（マスタード
　　　　 味）、サバのチリソース炒め
定　員　各先着 30 人
参加費　700 円
申込期限　実施日の 3 日前

季節の調理体験〜9 月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

高齢者・障害者の
人権あんしん相談
福井地方法務局人権擁護課☎ 0776・22・4210

　以下の期間は、「高齢者・障害
者の人権あんしん相談」強化週間
です。いじめ、いやがらせ、虐待、
差別など、ひとりで悩まず相談し
てください。秘密は守ります。
と　き　9 月 7 日㊊〜 13 日㊐
　　　　いずれも 8 時 30 分〜19 時
　　　　（12 日㊏、13 日㊐は 10
　　　　時〜 17 時）　
相談先　☎ 0570・003・110
※相談は無料です（通話料はか
　かります）

福井県防災士研修

　災害時に、自分や家族や地域を
守る存在として、知識や技能を身
につける「防災士」の研修が、開催
されます。ぜひ応募してください。
と　き　12 月 12 日㊏ 9 時〜
　　　　18 時 30 分、13 日㊐
　　　　9 時〜 17 時 50 分
ところ　プラザ万象（敦賀市東洋町）
定　員　100 人
参加費　8,000 円（防災士資格試験
　　　　 受験料 3,000 円、防災士資
　　　　  格認証登録料5,000円）
※申し込み、問い合わせは生活
　安全課まで

生活安全課☎ 64・6006

要約筆記体験講座（全 5 回）

　平成 30 年開催の福井しあわ
せ元気大会に向けて、聴覚障が
い者に、その場の情報を文字に
して伝える「要約筆記」の体験
講座を開講します。
と　き　9 月 26 日㊏〜10 月 24 日㊏  
              の毎週土曜日 9 時〜 1 2 時
ところ　中央公民館（大手町）
内　容　社会福祉の基礎知識、
　　　　ノートテイクなど
参加費　無料
申込先　社会福祉課
申込期限　9 月 18 日㊎

社会福祉課☎ 64・6012

　取引や証明などに使用するはか
りは、定期的に検査を受けなけれ
ば使用することができません。以
下の日程で検査を行いますので、
対象となる事業所の方は必ず検査
を受けてください。
と　き　10 月 14 日㊌
　　　　10 時 30 分〜 16 時
　 　 　（12 時〜 13 時休止）
　　　　10 月 15 日㊍
　　　　9 時〜 10 時 30 分　
ところ　働く婦人の家（大手町）
持ち物　検査申請書・認印・手数料
対　象　商店などで売買に使用す
　　　　るはかり、病院・学校な
　　　　どで使用する体重測定用
　　　　はかり、薬局などの調剤
　　　　用はかり、農業・漁業な
　　　　どの生産者が売買・出荷
　　　　に使用するはかりなど

計量器（はかり）の定期検査
商工観光課☎ 53・9705

　農地法が改正された平成21年 12
月 15日以降に、相続などで農地の
権利を取得した人は、農地のある
農業委員会に届け出が必要です。
届け出　権利取得を知った日から
　　　　おおむね 10 カ月以内
手続き　印鑑を持参のうえ、農林
　　　　水産課窓口にある届出書
　　　　に記入
※届け出をしなかったり、虚偽の
　届け出をしたりすると、10 万
　円以下の過料に処せられる場合
　があります

農地相続の届け出
農林水産課☎内線 285

古着回収・廃小型家電回収
無料の古着回収・廃小型家電
回収を実施します。
と　き　9 月 26 日㊏
　　　  9 時〜12 時 30 分
ところ　クリーンセンター（谷田部）

【古着回収の対象物】
　洗濯された衣類全般
　（下着、靴下、毛布、ふとん、
　  タオルなどは対象外）

廃小型家電のリサイクルにご協力ください

●対象物は？
15cm × 25cm の投入口に入る廃小型家電

（デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話、電子手帳、携帯音楽プレー
ヤー、ゲーム機器、電卓、リモコン、その他電気で動く小型機器類）
●対象外のものは？
エアコン・テレビ・冷蔵庫等の家電リサイクル法対象品目、パソ
コン、CD・DVD 等の記録媒体、電池、電動工具類など
●どこで回収しているの？
市役所 1 階ロビーに備え付けの回収 BOX に入れてください

　・電子機器内の個人情報は可能な限り消去してください
　・ライターなどの危険物は絶対投入しないでください

　市では、無料で廃小型家電の回収を実施しています。廃小型家電
の部品に使用されている希少金属を回収し、リサイクルします。

【廃小型家電回収の対象物】
　15cm × 25cm 程度まで
の大きさの廃小型家電
※雨天決行。古着は雨にぬれな
　いように持ち込んでください
※ 12 月にも予定しています
※当日は、古着と廃小型家電
　以外の家庭ごみや粗大ごみ
　は受け付けできませんので、
　注意してください

司法書士法律相談（無料）
福井県司法書士会☎ 0776・30・0001

　10 月 1 日の「法の日」を記念し
て、福井県司法書士会では無料
相談会を実施します（予約不要）。
と　き　10 月 3 日㊏ 10 時〜16 時
ところ　小浜商工会議所（大手町）

看護職就職相談会（無料）

　看護師の専門相談員が、就職、
研修などに関する相談に応じます。
と　き　9 月 17 日㊍
　 　　 13 時 30 分〜 1 5 時 30 分
ところ　ハローワーク小浜（後瀬町）
対　象　看護職の有資格者
※申し込みは、福井県看護協会・
　福井県ナースセンター☎ 0776・
　52・1857

福井県看護協会・福井県ナースセンター
悩みごと何でも相談会（無料）

　弁護士、精神科医、臨床心理士、
就労支援員、自死遺族アルメリアの
会などの専門家による個別相談です。
と　き　9 月 27 日㊐ 13 時〜 16 時
ところ　若狭健康福祉センター（四谷町）
対　象　法律に関すること、心の
　　　　健康に関すること、就労
　　　　に関すること、高齢者に
　　　　関すること、子育てに関
　　　　することなど
※申し込みは、若狭健康福祉セン
　ター地域保健課☎ 52・1300

若狭健康福祉センター

国有財産売却予定

　市に所在する国有財産を一般競
争入札により売却します。対象物
件は現況、未利用で境界に争いが
なく権利関係は整理されています。
公示予定　9 月 17 日㊍　　　　
受付期間　10 月 8 日㊍〜 22 日㊍
所在地等　貴船 9 番＝ 68.92㎡
※対象物件の詳細をはじめ、ほか
　の地域の物件情報など、気軽に
　問い合せてください
※HP（http://hokuriku.mof.go.jp/)
　の物件情報もご覧ください

北陸財務局☎ 076・292・7875

くらしなんでも相談（無料）

　法律問題をはじめ、日頃の暮ら
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応えます。
と　き　9 月 5 日㊏ 10 時〜 13 時
ところ　勤労福祉会館（後瀬町）

福井県労働者福祉協議会☎ 0776・21・5929

石綿関連疾患に関する
労災補償制度

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に
従事していたことが原因と認められ
た場合には、各種の労災保険給付や、
特別遺族給付金が支給されます。
　まずは気軽に労働局または労働
基準監督署に相談してください。

福井労働局労災補償課☎ 0776・22・2656

第 32 福井矯正展

　刑務所の施設見学会、刑務所
作業製品の展示即売、各種イベ
ントなど楽しい企画が満載です。
と　き　9 月 27 日㊐
　 　　 9 時 30 分〜 1 6 時
ところ　福井刑務所（福井市一本木町）
※問い合わせは福井刑務所 企画
　部門☎ 0776・36・3222

福井刑務所

暮らしの便利帳発行

　市と㈱サイネックスが官民協働
で作成する、市民生活に欠かせな
い情報を満載したガイドブック
「暮らしの便利帳」を発行します。
配布方法　㈱サイネックスが、（公
　　　  社）若狭シルバー人材
　　　  センターを通じて各家
　　　　庭に配布

市民協働課☎ 64・6009高齢者・障がい者のため
の成年後見相談会（無料）

福井県司法書士会☎ 0776・30・0001

と　き　9 月 19 日㊏ 10 時〜16 時
ところ　福井県司法書士会（福井市
　　　　大手三丁目）
※予約不要。対面相談のほか、
　電話による相談も受け付けま
　す（☎ 0776・30・0771） ■問い合わせ　環境衛生課☎内線 144

注意！

筆界特定制度について
福井地方法務局

　土地の境界（筆界）をめぐるト
ラブルは、裁判で解決するしか
ないと思っていませんか。
　法務局が行っている筆界特定制
度を活用すれば、裁判をしなくて
も、筆界をめぐるトラブルを早期
に解決することができます。
※問い合わせや申請は、福井地方
　法務局☎ 0776・22・4975 まで
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小
浜

を盛
り上げる

地域おこし
協力隊

が行く！

VOL.5「観光ルート案」

　アイザワです。市内の観光ルートを考え、ご

案内する機会が増えました。無駄のない移動や、

満足してもらえる案内の仕方を考えると、まだ

まだ知らないことが多いことに気が付きます。

　先日、徒歩で市内の細道を移動していると、今

まで目に留めなかった神社や看板、道から見える

海などに目が留まりました。細道を歩くのも新

たな発見があっていいなあと感じています。

　私が案内した観光ルート案は、ブログ「小浜

見聞録（A 面）」（http://obamachioko.blog.fc2.

com/) に記載していますので、ぜひご覧下さい。

問商工観光課
　☎内線 220

�スポーツ�

くらしの情報●小浜市役所

　気候変動対策および温室効果ガス削減をテー
マにした国家的行動喚起キャンペーンが始まり
ました。

⓯ 広報おばま　平成 27. 9

　小浜公園周辺一帯の16.4㎞（ショー
トコース 6.2㎞）を歩きませんか。
と　き　10 月 4 日㊐
　　　　9 時 30 分〜 14 時　
ところ　小浜公園（香取）集合
参加資格　誰でも可（乳幼児は保
　　　　護者、 障がい者は補助
　　　　同伴必要）
参加費　200 円（未就学児無料）
※当日参加申し込み・受付します
※問い合わせは特定非営利活動
　法人福井県ウォーキング協会
　☎ 0776・28・6980　
　FAX：0770・45・0676
　mail：fukui-walking@cube.    
　　　  ocn.ne.jp

県民スポーツ祭 ウォーキング大会
市民体育館

COOL CHOICE キャンペーン

　9月 26 日・27 日に全国女性落語大会が開催されま
す。この大会は、女性落語の日本一を競う大会で、国
内の四大落語大会としての評価を得ています。観覧は
無料ですので、ぜひ足を運んでください。

第 8 回 ちりとてちん杯全国女性落語大会 開催

大会内容
【予選会】

・出場者による落語（持ち時間 10 分以内）

【決勝大会】

・予選通過 6人による落語（持ち時間 15 分以内）

・第 5回大会グランプリ受賞者による落語
・表彰式
【表彰】
・グランプリ　ちりとてちん大賞（市長賞）
・準グランプリ　若狭おばま観光協会長賞
・3位　NHK福井放送局長賞
・審査員特別賞※該当者あれば

【観覧】
無料（予選会・決勝大会ともに）
※お茶子を地元小中学生が務めます
※地域の各種団体のご協力により
　大会を開催します

■問い合わせ
　ちりとてちん杯全国女性落語大会実行委員会事務局
　（文化会館内）☎ 53・9700

福井しあわせ元気国体の開催が正式決定

　平成 27 年 7 月に開催された日本体育協会理事会に
おいて、平成 30 年の福井しあわせ元気国体（第 73 回
国民体育大会）の福井県開催と全体会期が正式に決定
しました。

　世界に先駆けて低炭素社会を構築するため
には、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の

「製品」・「サービス」・「行動」などを積極的に
選択することが重要です。

里親になりませんか

　県では、いろいろな事情の子
どもたちを自分の家に迎え入
れ、温かい愛情を持って一緒に
生活してくれる「里親さん」を
募集しています。「里親制度説
明会」にぜひご参加ください。
と　き　9 月 26 日㊏　
　　　　13 時 30 分〜15 時
ところ　若狭図書学習センター
　　　　（南川町）
内　容　里親制度の説明、里親養
　　　　育について、質疑応答
対　象　里親に興味のある人
※問い合わせ・申し込みは、福
　井県嶺南振興局 敦賀児童相
　談所☎ 22・0858 まで
※当日参加も可能ですが、でき
　れば事前申込をお願いします

社会福祉課
高齢者 歯のコンクールと標語

　県歯科医師会では、健康な歯と歯
ぐき作りへの意識を高めることを
目的に、「高齢者よい歯のコンクー
ル」の参加者と、「健康な歯づくり
に関する標語」を募集しています。
対　象　【コンクール】　
　　　　県内在住で、以下のすべ
　　　　てに該当する人
　　　　①満 80 歳以上（9 月 18
　　　　　日時点）
　　　　②歯が 20 本以上残っている
　　　　③審査会場（近隣の歯科
　　　　　医院）まで来場可能
　　　　【標語】
　　　　県内在住の人　　　　
応募期限　9 月 18 日㊎
※問い合わせは、（一社）福井県
　歯科医師会☎ 0776・21・5511

健康管理センター

　全体会期

　平成 30 年 9 月 29 日㊏〜 10 月 9 日㊋
　　　　　　　　　　　　　　 （11 日間）

西
にしかわ
川知事から松

まつざき
崎市長に開催決定通知書を交付（福井商工会議所・8月 17日）

小浜市では以下の競技が行われます
【正式競技】
・ビーチバレー
　（男子・女子 /若狭鯉川シーサイドパーク）

・ラグビーフットボール
　（成年男子・少年男子・女子 /総合運動場）

・ウエイトリフティング
　（成年男子・少年男子・女子 /市民体育館）　　　

・軟式野球
　（成年男子 /市営野球場）

【デモンストレーションスポーツ】
・真向法（働く婦人の家）
・スポーツチャンバラ（市民体育館）

※軟式野球は 6 市町共同開催（越前市、南越前町、
　敦賀市、美浜町、小浜市、おおい町）

■問い合わせ　
　国体・障害者スポーツ大会推進課☎内線 272

・エコカーを買う、エコ住宅にする、エコ家
　電にする
・高効率な照明に変える、公共交通を利用する
・クールビズファッションに身を包む

■問い合わせ　環境衛生課☎内線 145

　【予選会】

　9 月 26 日㊏　13：30 〜 18：30
　 会場：サンホテルやまね・ホテルせくみ屋
　【決勝大会】

　9 月 27 日㊐　13：00 〜 16：00
　 会場：サンホテルやまね

例えば、こういう「選択」を


