
■ 9 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㊋ 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

　2 日㊌ 12 時 20 分〜 13 時 つきイチ「バラエティー」（市役所※詳細は P10）

　3 日㊍

　4 日㊎

　5 日㊏ 8 時 30 分〜 10 時 環境美化デー（食文化館など問環境衛生課）

　6 日㊐ 10時〜14時 旨いもんすごろくin小浜（小浜西組ほか問商工観光課） しんたに医院（千種一丁目）
☎ 53・1751

　7 日㊊ 温水プール

　8 日㊋ 9 時 30 分〜 全園すくすく広場※（市内各公立保育園） 市立図書館

　9 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「小麦粉粘土」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 10 日㊍

 11 日㊎

 12 日㊏ 10 時 30 分〜 よちよちおはなしかい（0〜2 歳向け・市立図書館☎ 52・1042）
11 時〜、14 時 30 分〜 なかよしおはなしかい（3 歳以上向け・市立図書館☎ 52・1042）

 13 日㊐ 11 時〜 御食国若狭おばま YOSAKOI 祭 2015（食文化館前問商工観光課） ★山手医院（山手一丁目）
☎ 53・5511

 14 日㊊ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P13）
19 時〜 20 時 40 分 梅田雲浜生誕 200 年記念講演会（商工会議所※詳細は P10) 温水プール

 15 日㊋ 9 時 30 分〜 子育てサロン「ベビーキッチン②」※（子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

 16 日㊌

 17 日㊍ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P13）

 18 日㊎

 19 日㊏ 9 時頃〜放生祭（小浜地区・問商工観光課）
10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P13）

 20 日㊐ 9 時頃〜放生祭（小浜地区・問商工観光課） 市立図書館
市民サービ
スコーナー

中山クリニック（多田）
☎ 56・5588

 21 日㊊㊗
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★吉井医院（塩竃）
☎ 52・0028

 22 日㊋㊡ 10 時〜 15 時 ワクワク広場面白塾バージョン 1（はがパレット※詳細は P10）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★田中病院（遠敷十丁目）
☎ 56・5353

 23 日㊌㊗ 10 時〜 15 時 動物愛護フェスティバル（若狭総合公園※詳細は P10）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

西津診療所（北塩屋）
☎ 52・1560

 24 日㊍ 温水プール

 25 日㊎

 26 日㊏
9 時〜 12 時 30 分 古着回収・廃小型家電 BOX 回収（クリーンセンター※詳細は P12）
11 時〜おばま児童文学会「風夢」のおはなし会（市立図書館☎ 52・1042）
13 時 30 分〜 ちりとてちん杯全国女性落語大会（サンホテルやまねほか※詳細は P15)

 27 日㊐
9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）
9 時〜 16 時 おばま浜参道楽市（浜参道※詳細は P10）
13 時〜 ちりとてちん杯全国女性落語大会（サンホテルやまね※詳細は P15)

★にしお内科クリニック
（南川町）☎ 53・2407

 28 日㊊ 9 時 30 分〜12 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター） 温水プール

 29 日㊋ 市立図書館

 30 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「9月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）
20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

広報おばま　平成 27. 9 ⓴㉑ 広報おばま　平成 27. 9  

※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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集 
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●今月号では、小浜が参加したミラ
ノ万博リポートをお届けします▶
現地で活動をしてきた皆さんの話
を聞いて、改めて感じたのは、海外
で高まる日本文化への熱▶小浜の
塗箸や食文化は現地でも非常に好
評だったようです▶「自分から踏み
込むことは勝負を決める大きな要
素」は、将棋棋士・羽

は ぶ

生善
よ し は る

治さんの
言葉▶ミラノを足がかりとして、小
浜の文化が世界に羽ばたきます（松）

●春はあけぼの夏は夜、と昔の人が
言いましたが、確かにこの季節は過
ごしやすい夜に行う催しが多い印
象です▶夏の夜のもつ幻想的な雰
囲気は、この時期にしか味わえない
ものですね▶ここで、雨など降るも
をかし、と続けたいところですが、
雨が降ると取材や撮影に支障が出
るため素直に喜べません▶ 9 月も
大雨や台風にたたられることなく
無事過ごせることを祈ります（仲）

人の動き（8月1日現在） 

・人口 30,409 人
　（前月比 -21 人）
　（前年同月比 -263 人）
　男性 14,824 人
　女性 15,585 人
　世帯数 11,874 世帯

・異動   転入 46 人
　　　  転出 40 人
　　　  出生 10 人　　
　　　  死亡 37 人

■各種相談日程
相談名 開催日 時間 会場 問い合わせ

精神保健相談※ 1 日㊋、15 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※ 1 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 3 日㊍、17 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分 文化会館 社会福祉課☎ 64・6011

家庭教育相談 5 日㊏、19 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336

エイズ・肝炎相談、検査 7 日㊊ 9 時〜10 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

心配ごと相談 9 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5802

出張年金相談 10 日㊍、25 日㊎ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

スクスク元気っ子教室 15 日㊋ 10 時〜 10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222

行政相談 15 日㊋ 13 時 30 分〜 14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎内線 373

特設人権相談 16 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）※ 17 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
法律相談（多重債務）※ 17 日㊍ 14 時〜 16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

身体障がい者相談 18 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

断乳相談 28 日㊊ 10 時〜 11 時 健康管理センター 同☎ 52・2222

母乳育児相談 28 日㊊ 11 時〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

※毎週金曜日（祝日・年末年始を除く）、市役所 1 階の窓口（市民課・健康長寿課・社会福祉課・税務課・環境衛生課・会計課）
　では、執務時間を 18 時 30 分まで延長しています

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


