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《すくすく広場の開催園》

Ａグループ
　小浜第一・西津・田烏・国富・
　松永・今富第二・口名田保育園
Ｂグループ
　小浜第二・雲浜・内外海・宮川
　遠敷・今富第一・中名田・加斗
　保育園
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水 木 金 土
４ ５

●遊びにおいでよ
　９時 30 分〜　口名田保育園
　問子育て支援センター
●６カ月児健診　13時〜
　健康管理センター
●なぎさ読書会　14時〜 16時
　市立図書館

６ ７
●友愛塾「ちっちゃな花アート」
●郷土学習講座「中川順庵と杉
　田玄白」　いずれも 13 時 30
　分〜　若狭図書学習センター

11 12 13 14
●よんでよんでかみしばい
　11時〜 11時 30分
　市立図書館

18 19
●のびのび広場「ダンボールシ
　アター」　９時 30 分〜　今富
　公民館問子育て支援センター
●１歳６カ月児健診　13時〜
　健康管理センター

20 21
●現代的課題講座「生命・健康」
　13 時 30 分〜　若狭図書学習
　センター

25 26
●すくすく広場　９時 30分〜
　※Ｂグループ
　問子育て支援センター
●３歳児健診　13時〜
　健康管理センター

27
●男女共同参画普及啓発「パネ
　ル展」（30 日まで）　ＪＲ小
　浜駅　問男女共同参画室
　

28
●現代的課題講座「生命・健康」
　13 時 30 分〜　若狭図書学習
　センター

市民サービスコーナー

　市民サービスコーナーでは、住
民票や印鑑証明、所得証明などの

各種証明書を発行しています。

休館日　月曜日、祝日、第三日曜日
ところ　つばき回廊業務棟１階
電　話　52・7837

日 月 火
１
●ザ・音楽講座　13 時 30分〜
●友愛塾「護身空手で健康づく
　り」「本の楽しさを伝えよう」
　14 時〜　いずれも若狭図書学
　習センター

２ ３

８
●友愛塾「ちっちゃな花アート」
　13 時 30分〜　「護身空手で健
　康づくり」　14 時〜　
　若狭図書学習センター

９
●子育てワイワイ広場　
　９時 30分〜 16 時
　健康管理センター
●エイズ・Ｃ型肝炎検査
　13 時〜　若狭健康福祉セン
　ター　☎ 52・1300

10

15
●友愛塾「季節の花あそび」
　13 時 30 分〜「護身空手で健
　康づくり」　14 時〜　　
　若狭図書学習センター

16
●スクスク元気っ子教室　
　10時〜 10時 30分受け付け
　健康管理センター

17
◆献血
　９時 30 分〜 12 時　ＪＡわか
　さ本店、13時 30分〜 16時　
　小浜信用金庫本店
　問社会福祉課

22
●わくわくこどもシアター　　
　13時 30 分〜　
　若狭図書学習センター

23
●子育てワイワイ広場　
　９時 30分〜 16 時
　健康管理センター
●エイズ・Ｃ型肝炎検査
　13時〜
　若狭健康福祉センター

24
●すくすく広場　９時 30分〜
　※Ａグループ
　問子育て支援センター

29
●休日納付窓口開設（市税）　
　９時〜 17時　税務課
●友愛塾「護身空手で健康づく
　り」 14 時〜　若狭図書学習
　センター

30
●夜間納付窓口開設（市税）　
　20時まで　税務課

ー毎週 ( 祝日を除く ) の相談ごとー
●育児相談（面談）　月・火・水・金曜日　９時〜 15時
　今富第一保育園
　（問）子育て支援センター☎ 56・3386
●市民健康相談　金曜日　９時〜 11時 30 分
　健康管理センター☎ 52・2222

●育児相談（面談）　月・火・水・金曜日　９時〜 15時
　今富第一保育園
　（問）子育て支援センター☎ 56・3386
●市民健康相談　金曜日　９時〜 11時 30 分
　健康管理センター☎ 52・2222

●精神保健相談　３日㊋・17日㊋　９時 30分〜
　県若狭健康福祉センター☎ 52・1300　※要予約
●結婚相談　５日㊍・19日㊍　９時 30分〜 11 時 30 分
　文化会館問社会福祉課
●児童相談　11日㊌　10時〜
　児童家庭支援センター白梅☎ 52・2360　※要予約
●心配ごと相談　11日㊌　13時〜 16 時
　市社会福祉協議会☎ 56・5800
●１歳児育児相談　12日㊍　８時 50分〜
　健康管理センター　※平成 19年６月生まれ対象
●司法書士多重債務相談　12日㊍・26日㊍　14時〜
　16 時　嶺南消費生活センター☎ 52・7830　※要予約
●家庭教育相談　14日㊏・28日㊏　14時〜
　中央公民館☎ 53・1326

ー月曜日から金曜日まで（祝日を除く）の相談ー

●高齢者一般相談　９時〜
　嶺南地域福祉相談・介護実習普及センター☎ 52・7833
●不妊相談　８時 30分〜
　健康管理センター☎ 52・2222
●電話育児相談　９時〜
　子育て支援センター☎ 56・3386
ー毎週（祝日を除く）の相談ごとー

●育児相談（面接）　月・火・水・金曜日
　９時〜 15時　今富第一保育園
　問子育て支援センター☎ 56・3386
●市民健康相談　金曜日　９時〜 11時 30 分
　健康管理センター☎ 52・2222

●行政相談　17日㊋　13時〜 15 時
　市民サービスコーナー問市長室
●特設人権相談　18日㊌　13 時〜　働く婦人の家　　
　問福井地方法務局小浜支局☎ 52・0238
●高齢者やその家族のための法律相談　19日㊍ 13 時〜
　嶺南地域福祉相談・介護実習普及センター☎ 52・7833
　※要予約
●身体障害者相談　20日㊎　13時〜
　小浜病院問社会福祉課
●行政相談（巡回）　24日㊋　13時〜 15 時
　中名田公民館問市長室
●遺伝子相談　25日㊌　14時 30 分〜
　小浜病院問小浜病院総務課☎ 52・0990
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［休館日の案内］

●若狭総合公園温水プール　☎ 53・0450

　２日㊊、９日㊊、16日㊊、23日㊊、30日㊊
●市立図書館　☎ 52・1042

　２日㊊、９日㊊、15日㊐、16日㊊、23日㊊、25日㊌、
　30日㊊
●若狭図書学習センター　☎ 52・2705

　２日㊊、９日㊊、16日㊊、23日㊊、30日㊊
　※24日㊋〜29日㊐は２階フロアーのみ休み

家庭と仕事の両立の日

６月は「男女共同参画月間」
男性も女性も、お互いを思い
やり尊重し合える男女共同参
画社会を目指しましょう



今月のひとりごと…

●平成 19 年５月号から１年間、
地区ごとに毎月の各種ごみ出しの
日を載せた「ごみカレンダー」を
掲載してきました。先月号から従
来のおばまカレンダーに戻したと
ころ、「ごみカレンダー重宝してい
たのに…」という☎を何件もいた
だきました▶いつも（口）さんと、
「読者の声は大事にしなければ」と
話しているので、どうしたものか
と思案しています▶この件だけで
なく、広報おばま紙面で何か気づ
いたことがありましたら、☎やメー
ルでお知らせください。皆さんの
ご意見お待ちしています（樹）
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●表紙写真の撮影で国富保育園
へ。これが難しい…。「写真は縦
長、上部にはロゴを入れるスペー
スが必要、園児の顔が暗くならい
ように…」などと考えているうち
に、どんどん苗が植えられていく。
「もっとゆっくり植えて〜」と叫
びそうになりました▶では、上記
の「旬の食材を使った今月の一品」
の写真はいかがですか？上司の
（岸）さんにお願いして作ってい
ただいたものを撮影しました。「お
いしそうなので作ってみよう」と
思っていただければ幸いです。本
当においしかったですから（口）
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ショウガが決め手！

新タマネギとおかかのサラダ
の食材を使った   今月の一品旬

問 御食国若狭おばま食文化館　☎ 53・1000

新タマネギ…………………………………300㌘
大葉……………………………………………７枚
新ショウガ……………………………………20㌘
油揚げ…………………………………………½枚
　　オリーブオイル………………大さじ２・½
　　酢………………………………大さじ２・½
　　塩……………………………………小さじ½
　　しょうゆ……………………………大さじ½
削り節…………………………………………３㌘

材　料 〈４人分〉

❶新タマネギは半分に切って、繊維に垂直に薄切
　りにする
❷大葉、新ショウガは千切りにする。油揚げはペー
　パータオルで油気を取り除き、フライパンでこ
　んがりと焼き、１〜２㍉に切る
❸ドレッシングを混ぜ合わせる
❹❶と❷を混ぜ合わせ、器に盛り、❸のドレッシ
　ングをかけて、削り節をのせる
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