
小浜城復元募金のお礼
世界遺産推進室☎内線 445

　小浜城復元市民の会では、小浜
城天守閣復元に向け、食文化館と
市立図書館に募金箱を設置してい
ます。
　これまでに 94,565 円の募金が
集まり、市の小浜城復元寄付金に
積み立てました。ご協力ありがと
うございました。

救急普及講習定期開催の
一部休止と開催場所の変更

若狭消防署☎ 52・4005

　若狭消防本部庁舎改修工事のた
め、救急普及講習を次のとおり休
止変更します。

【休止】
　平成 21 年３月末までの第２、
３水曜日開催予定の講習

【開催場所変更】
　第４土曜日の講習開催場所
　➡  働く婦人の家に変更

土地家屋調査士無料登記相談
福井県土地家屋調査士会☎ 0776（33）2770

とき　10 月４日㊏　10 時〜 16 時
ところ　小浜商工会議所
相談内容　土地境界問題や地目変
　更、分筆登記、建物の新築・取
　り壊しの登記など

「子どもの人権 110 番」　
強化週間

福井地方法務局☎ 0776（22）4210

　福井県人権擁護委員連合会で
は、９月８日から 14 日の強化週
間にあわせて、通常よりも相談開
設時間を延長するほか、土・日曜
日も相談を受け付けます。
とき　９月８日㊊〜 12 日㊎（８
　時 30 分〜 19 時）、13 日㊏、14
　日㊐（10 時〜 17 時）
問い合わせ　フリーダイヤル
　☎ 0120・007・110

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

　年に一度の健康チェックをお忘
れなく。　
とき、ところ、検診内容　９月 12
　日㊎＝口名田公民館①、　16 日
　㊋＝今富公民館②、17 日㊌＝
　遠敷公民館①・②、30 日㊋＝
　今富公民館①、10 月８日㊌＝
　国富公民館①
検診内容　①＝基本健診、がん検
　診（肺・前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝
　炎ウイルス検査、骨検診
　②＝がん検診（胃・大腸・子宮）
申込期限　検診日の 10 日前

生活習慣病　土曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ　９月 27 日㊏＝健
　康管理センター
検診内容　基本健診、がん検診　
　（胃・大腸・肺・乳・子宮・前
　立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
　検査、骨検診
申込期限　９月 17 日㊌

高齢者　歯のコンクール
福井県歯科医師会☎ 0776・21・5511

　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
を目的として「高齢者よい歯のコ
ンクール」の参加者、「健康な歯
づくりに関する標語」を募集して
います。
応募期限　９月 27 日㊏

若狭健康フォーラム 市民講座
「ひざの痛みを考える」

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

とき　９月 20 日㊏　13時 30分〜
　15時
ところ　杉田玄白記念公立小浜病院
定員　100 人
講師　同院整形外科医師
参加費　無料

９月

広報おばま　平成 20. 9❿⓫ 広報おばま　平成 20. 9

くらしの情報●小浜市役所

く
らしの

情 報
【市民憲章】

　私たちの小浜市は、日本では
じめて象が来たまちです。水と
魚や野菜が一番うまいまちです。
京や奈良の都へ文化を伝えたま
ちです。時代の先覚者をたくさ
ん生み出したまちです。これを
誇りとし、ここに市民憲章を制
定します。

１．歴史と文化財を生かし、豊
　かな心をはぐくみ、文化の創
　造につとめます。
１．豊かな自然を守り、食文化
　のまちづくりを進め、健康と
　もてなしの心を大切にします。
１．学問を愛し、勤労を喜び、
　国際社会にはばたける人間を
　めざします。

【人の動き】

（８月１日現在）
●人口　　　　　　  32,287 人 
　　　　（前月比　　　 +14 人）
　　　（前年同月比　　-204 人）
　　　　　　男性　  15,674 人
　　　　　　女性　  16,613 人
●異動　　　転入　　　  75 人
　　　　　　転出　　　  53 人
　　　　　　出生　　　  28 人
　　　　　　死亡　　　  36 人
●世帯数　　　　  11,811 世帯

健康・福祉

結核（BCG）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 20 年５月生まれ（通
　知します）と同 20 年４月以前
　の生まれで６カ月未満の未接種
　のお子さん（要申込）
とき　９月５日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12時50分〜13時15分

ひとり親家庭の巡回就業相談
社会福祉課☎内線 186

　母子家庭の母などの就労相談、
職業能力の適性、技能訓練のアド
バイスなどを行う巡回就業相談を
実施します。電話での相談も受け
付けています。
※相談は無料で、秘密は固く守ら
　れます
とき　９月 18日㊍　13時〜 15時
ところ　若狭健康福祉センター
　☎ 52・1300

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

　10 月、11 月分のパスカードを
発行します。　
とき　９月 25 日㊍　８時 30 分〜
ところ　１階臨時窓口（９時 30
　分以降は総合防災課）

【大手第二駐車場】
　枚数　35 枚（先着順）

【広峰駐車場】
　枚数　160 枚（先着順）

【駅前駐車場】
　枚数　40 枚（先着順）
料金　それぞれ 10,500 円

住宅・土地統計調査
企画調整課☎内線 346

　10 月１日現在で「平成 20 年住
宅・土地統計調査」を実施します。
　この調査は、住生活の実態を明
らかにするための重要な統計調査
です。全国で約 350 万世帯を対象
に行われ、調査の対象となる世帯
には、９月下旬から小浜市長が任
命した調査員が調査に伺います。
　調査内容は、法律により統計以
外に使用することが禁じられてい
ます。安心してご協力をお願いし
ます。　

生　　活 マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　９月 10 日㊌
内容　簡単デザートと離乳食を作
　ろう
とき　９月 24 日㊌
内容　歯の検診、出産・子育ての
　準備物
ところ　健康管理センター
受付　13 時 15 分〜 13 時 30 分

「特定健診」が始まっています！
加入保険者から受診券は届いていますか

　本年度から 40 歳から 74 歳の方に、年に１回、健診の受診をお願いしてい
ます。集団検診の日程は、広報おばま５月号（４月 25 日発行）といっしょに
配布した「生活習慣病検診日程表」または「広報おばま」をご覧ください。

小浜市国民健康保険加入者の皆さんへ
（オレンジ色、緑色、紫色の各受診券をお持ちの方が対象）

９月１日から「特定健診」が個人医療機関で受診できます

①希望する実施医療機関へ電話で予約をする

②受診券、保険証、受診料 2,000 円を持って受診する

※ 65 歳以上で紫色の受診券をお持ちの方は、黄色の介護予防健診基本チェッ

　クリストを記入してお持ちください

③受診した翌月下旬以降に市から結果が通知されます

【実施医療機関】
医療機関名 ところ 電話

いちせクリニック 南川町 53・2415
木村医院 四谷町 53・1260

田中整形外科医院 千種一丁目 52・6868
田中病院 遠敷十丁目 56・5353
千葉医院 若狭町井ノ口 62・2000
西津診療所 北塩屋 52・1560

藤村クリニック 四谷町 53・2471
山手医院 山手一丁目 53・5511

■問い合わせ　健康管理センター　☎ 52・2222



司法書士無料法律相談
福井県司法書士会☎ 0776（30）0001

とき　10 月４日㊏　10 時〜 16 時
ところ　小浜商工会議所
相談内容　不動産の登記、会社の
　登記、調停や訴訟、クレジット・
　サラ金問題、高齢者の財産管理
　など

365 ギャラリー
市文化協会（文化会館内）☎内線 612

　市文化協会では、創立 50 周年
を記念して、市立図書館４階の市
民ギャラリーで、所属グループに
よる作品を展示する「365 ギャラ
リー」を開催します。
内容　洋画、日本画、書道、写真
９月の展示　８月 31 日㊐〜９月
　12 日㊎＝写真（写団わかさ）、
　14 日㊐〜 26 日㊎＝書道（謙慎
　若狭）、28 日㊐〜 10 月５日㊎
　＝書道（岩崎書道教室）

国の教育ローン
国民生活金融公庫武生支店☎ 0778（23）1133

　国民生活金融公庫では、「国の
教育ローン」を随時受け付けてい
ます。
対象　高校、短大、大学、専門学
　校などの各種学校に進学予定、
　または在学中の子を持つ家庭
融資額　学生１人につき 200 万円
　以内
利率　2.65％（７月 10 日現在）
返済期間　10 年以内
問い合わせ　詳しくは「国の教育
　ローン」コールセンター
　☎ 0570・008656（ナビダイヤル）
　または、国民生活金融公庫武生
　支店
※利用者の世帯の合計所得に制限
　があります

広報おばま　平成 20. 9⓬
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中学校卒業程度認定試験
教育総務課☎内線 424

　国では、やむを得ない事情で就
学を猶予、免除された人などを対
象に、中学校卒業程度の学力があ
るかどうかを認定する「中学校卒
業程度認定試験」を実施します。
願書受付期限　９月９日㊋

排水設備工事責任技術者試験
上下水道課☎内線 236

とき　11月 19日㊌　10時〜 12時
試験会場　敦賀短期大学（敦賀市）
受付期間　９月 16 日㊋〜 30 日㊋
受験料　5,000 円
申し込み　上下水道課
その他　希望者を対象に、11 月
　５日㊌に敦賀短期大学で受験講
　習会を開催します
　（受講料　3,000 円）
※本試験は２年に１度の実施のた
　め、次回は平成 22 年度に開催
　します

「志多ら」演奏会
文芸おばま（文化会館内）☎内線 612

　今注目の和太鼓集団「志多ら」
による演奏会。日本の音・文化を
お楽しみください。
とき　11月１日㊏　18時30分開演
ところ　文化会館
入場料　3,000 円（当日 3,500 円）

園芸フェスタ 2008
福井県園芸試験場☎ 0770（32）0009

とき　９月 28 日㊐　９時 45 分〜
　15 時
ところ　福井県園芸試験場（美浜町）
内容　試験研究の紹介、園芸相談、
　花の摘み取りとアレンジメント、
　サツマイモ掘り体験、梅干し種
　飛ばし大会、青空特産市など

障害者スポーツ体験教室
県障害者スポーツ指導者協議会

☎ 0776（29）7920

とき　９月７日㊐　10 時〜 12 時
ところ　若狭ふれあいセンター
種目　フライングディスク、ボッ
　チャ、スラローム
参加料　無料
※申し込みは不要です

一般女性バドミントン教室
体育課☎ 53・0064

とき　10月１日㊌〜 11月 26日㊌
　までの毎週水曜日　10 時〜 11
　時 30 分
定員　先着 20 人
受講料　1,500 円
申込期間　９月１日㊊〜 26 日㊎
ところ、申し込み　市民体育館

小中学生バドミントン教室
体育課☎ 53・0064

とき　10月 16日㊍〜11月 20日㊍
　までの毎週月・木曜日　19 時
　〜 20 時 30 分
対象　小学３年生以上
定員　先着 25 人
受講料　700 円
申込期間　９月 10日㊌〜 10月 10
　日㊎
ところ、申し込み　市民体育館

秋季市民グラウンドゴルフ
大会

体育課☎ 53・0064

とき　10 月４日㊏　※荒天中止
ところ　総合運動場
定員　先着 64 人
参加料　無料
申込期間　９月８日㊊〜 26 日㊎
申し込み　市民体育館

スポーツ

最低賃金法が変わりました
福井労働局☎ 0776（22）2691

　最低賃金法の一部を改正する法
律が７月１日に施行されました。

【改正のポイント】
①地域別最低賃金を下回る賃金を
　支払った場合の罰金額の上限が
　２万円から 50 万円に引き上げ
　られました
②産業別最低賃金額を下回る賃金
　を支払った場合の罰則の適用が
　変わりました
③最低賃金の適用除外規定が廃止
　され、減額特例となりました
④派遣労働者には、派遣先の地域
　別（産業別）最低賃金が適用さ
　れました
⑤最低賃金額の表示単位は時間額
　のみの表示となりました

小浜市農業委員会委員
農業委員会事務局☎内線 282

　７月改選により、第 20 期小浜
市農業委員会委員が就任しました。
　農業委員会は、農地売買や農地
転用に伴う農地法などの許認可業
務、地域農業活性化のための活動
などを行っています。
任期　７月 20 日〜平成 23 年７月
　19 日

（議席順）

市民マレットゴルフ大会
体育課☎ 53・0064

とき　９月 27 日㊏　※荒天中止
ところ　総合運動場
定員・参加料　先着 72 人・無料
申込期間　９月１日㊊〜 19 日㊎
申し込み　市民体育館

のびのび広場
「総合公園で遊ぼう」

子育て支援センター☎ 56・3386

とき　９月 18 日㊍　９時 30 分〜
　11 時 30 分（雨天決行）
ところ　若狭総合公園
内容　公園での遊びとミニミニ運
　動会　
持ち物　お茶、帽子、損害保険料

中国語講座
働く婦人の家☎ 52・7002

とき　10 月１日㊌〜平成 21 年３
　月18日㊌までの毎月第１・第３
　水曜日　19時 30分〜20時 30分
ところ　働く婦人の家
定員　10 人
講師　瀬戸仙玉さん
申込期限　９月 29 日㊊

季節の調理体験　長月編
食文化館☎ 53・1000

とき　９月４日㊍、22 日㊊
　　　10 時〜
内容　浜焼きサバのショウガ飯、
　高野豆腐のはさみ揚げ、夏秋ナ
　スのしょうゆ漬け、収穫スープ、
　米粉のロールケーキ
定員　各 30 人
参加費　600 円
　

公立小浜病院組合職員
杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

【杉田玄白記念公立小浜病院】
職種、採用予定人員　薬剤師＝２
　人▶臨床検査技師＝１人▶理学
　療法士＝２人▶臨床工学技士＝
　１人▶看護師＝ 20 人

【レイクヒルズ美方病院】
職種、採用予定人員　看護師＝５
　人
採用年月日　平成 21 年４月１日
受付期限　９月 22 日㊊
※受験資格など詳しくは杉田玄白
　記念公立小浜病院病院総務課へ

「広報おばま」広告
市長室☎内線 325

　広報おばまに広告を掲載してい
ただける方を募集します。個人、
企業は問いません。
募集枠　12 件以内（申し込み多
　数の場合は抽選）
掲載号　11 月号（10 月 24 日発行）
　〜平成 21 年４月号（３月 25 日
　発行）のうち、３回から６回（申
　込件数により変わります）
料金　１カ月　10,000 円
要件　「広報おばま」広告掲載取
　扱要綱に基づき、法令に違反ま
　たは抵触しない、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
申し込み　９月 19 日㊎までに市
　長室へ　

ホームページのバナー広告
企画調整課☎内線 343

　市では、市公式ホームページの
バナー広告を募集します。詳しく
はホームページをご覧ください。

募　　集

お食事処

○○○○
小浜市大手町００−００

☎ 53・＊＊＊＊
午前 11 時〜午後９時まで営業

９月のおすすめは「カレー」
 「広報おばま」
  を見たと言えば
  ミニサラダサービス

例
（
実
寸
）

役職 氏　名 住所
会長 仲野　實 忠野

会長代理 辻　幸治郎 熊野
委員 杉山　誠洋 上田
委員 岡本　克雄 府中
委員 仲野　厚 遠敷三丁目
委員 小畑　和良 三分一
委員 大谷　道幸 東勢
委員 竹中　忠 加茂
委員 河村　正一 竹長
委員 村上　一司 深谷
委員 大野　治郎 田烏
委員 藤田　善平 羽賀
委員 三久保　佳市 上竹原
委員 小南　一男 相生
委員 仲井　宗男 野代
委員 宮川　豊 栗田


