
農業集落排水処理施設使用料
人員割変動届の提出を

上下水道課☎内線 236

　農業集落排水処理施設の使用料
は人員割制となっています。進学
や就職などで家族人員の変更があ
りましたら、速やかに「使用料人
員割変動届」を提出してください。
　変動届は、上下水道課と各組合
長宅にあります。また市公式ホー
ムページからダウンロードするこ
ともできます。
※変動届には、組合長または区長
　の承認印が必要です

市立図書館の駐車場
市立図書館☎ 52・1042

　市立図書館の駐車場として津田
孫兵衛商店前に４台分、オフィス
わかさ前に２台分を用意しまし
た。
　満車の場合は市営広峰駐車場を
ご利用ください。

図書館の雑誌をプレゼント
市立図書館☎ 52・1042

　市立図書館の利用者には、平成
19 年に購入した雑誌の中から一
人５冊プレゼントしています。こ
の機会にぜひご利用ください。

「プール」でリハビリ支援
社会福祉課☎内線 185

　身体障害者の水中ウオーキング
によるリハビリを支援します。
とき　４月１日〜平成 22 年３月
　31 日
対象　下肢、体幹機能障害の身体
　障害者手帳所持者で、医師に水
　中ウオーキングがリハビリに有
　効であると認められた人
※健康診断書が必要となります
ところ　若狭総合温水プール
内容　本人と介護者のプールの利
　用料が無料
申し込み　社会福祉課

クマの出没に注意！
農林水産課☎内線 288

　４月上旬になるとクマは冬眠
（冬ごもり）から覚め、食べ物を
求めて活発に活動します。市内の
山はクマの生息地ですから、どこ
の山でも出会う可能性がありま
す。これから山に出かける人は、
クマと出会わないよう、次のこと
に注意してください。
•クマが出てきそうな場所には近
　づかないようにする
•クマは朝や夕方、活発に活動す
　るので、特に注意する
•山の中では、クマよけ鈴などの
　音を鳴らしながら歩く
•子グマを見たらそっと離れる。
　近くに母グマがいるかもしれま
　せん
•春から夏にかけてのクマの好物
　は、フキやタケノコなどの山菜、
　はちみつなどです。山菜が生え
　ているところや蜂の巣があると
　ころは特に気をつける

３月10日は
　　「農村漁村女性の日」

農林水産課☎内線 287

　農村漁村女性の役割を正しく認
識し、適正な評価への気運を高め、
農村漁村女性が知恵、技、経験な
どを大いに発揮していくことで能
力のいっそうの活用を促進するこ
とを目的に「農村漁村女性の日」
が定められています。
　３月上旬は農林漁業の作業が比
較的少ない時期であることと、古
くから女性だけのお講など、女性
の自主的な活動が行われ、学習や
話し合いをするために適切な時期
であることから３月 10 日となり
ました。

３月
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【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】

（２月１日現在）
●人口　　　　　　  32,253 人 

　　　　（前月比　　　 -5 人）
　　　（前年同月比　　-203 人）
　　　　　　男性　  15,645 人
　　　　　　女性　  16,608 人
●異動　　　転入　　　  69 人
　　　　　　転出　　　  63 人
　　　　　　出生　　　  29 人
　　　　　　死亡　　　  40 人
●世帯数　　　　  11,833 世帯

健康・福祉

「楽笑ビクス」で健康に
健康管理センター☎ 52・2222

　有酸素運動や筋力アップ運動、
ストレッチなどで健康を維持しま
せんか。いつでも何回でも参加自
由。運動制限のある人はご遠慮く
ださい。
とき　３月２日㊊、５日㊍、９日㊊、
　16日㊊、23日㊊、26日㊍、30日㊊、
　31 日㊋　９時 30 分〜 12 時
※５日㊍のみ13時 30分〜 16時
ところ　健康管理センター
持ち物　タオル、お茶

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　３月 11 日㊌
内容　簡単デザートと離乳食
とき　３月 25 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
受け付け　13時15分〜13時30分

家族みんなで交通災害共済
総合防災課☎内線 475

　平成 21 年度交通災害共済の加
入申し込みを受け付けます。交通
災害共済は、交通事故で被害を受
けたとき、傷害の程度により見舞
金が支払われる制度です。万一に
備えて、ぜひご加入を。
受付期間　３月２日㊊から随時
共済期間　４月１日〜平成 22 年
　３月 31 日
※４月１日以降に加入した場合
　は、加入日の翌日から平成 22
　年３月 31 日
共済掛金　１人　年額 500 円
加入資格　申し込み時に、市内に
　住民登録または外国人登録をし
　ている人
加入方法　申込書を各区長に提出
　するか、総合防災課へ持参して
　ください

河川に汚濁水を流さないで
農林水産課☎内線 288

　毎年、春になると農作業などに
よる河川の汚れが目立ちます。
　河川の汚れは、保全だけでなく
アユのそ上にも影響します。濁っ
た水をすぐに流さないで、沈澱さ
せてから流すなど、注意して農作
業するようお願いします。

生　　活

広報おばま　平成 21. 3❿⓫ 広報おばま　平成 21. 3

ものづくり就職奨励金
企業誘致・雇用推進室☎内線 225

　市では、若年者の定住促進や地
場産業、市内製造業の雇用の安定
と活性化のため、市内の製造業に
就職した人に奨励金を交付する制
度を設けています。
対象　平成22年3月31日までに
　市内の製造業に就職した人で、
　以下のいずれかに該当する人
①中学校、高校、大学などを卒業
　したあと、１年以内に市内の対
　象企業に就職して市内に住所を
　有する人
②Ｕターン、Ｉターンで新規に市
　内の対象企業に就職する 35 歳
　未満の市内に住所を有する人　
※非正規雇用、パート雇用、家族
　従事者は除きます
問い合わせ　奨励金額など詳しく
　は企業誘致・雇用推進室へ

くらしなんでも相談
県労働者福祉協議会☎ 0776（21）5929

　法律問題をはじめ、日ごろ暮ら
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などが
無料で相談に応じます。
とき　３月 14日㊏　10時〜 13時
ところ　勤労福祉会館

●山八神事（見学不可）【下根来八幡宮】　11 時〜　
●修二会（見学不可）、弓打ち神事【神宮寺】13 時〜
●達陀（だったん）【神宮寺】18 時 30 分
●大護摩【神宮寺】　19 時ごろ
●たいまつ行列【神宮寺〜鵜の瀬】19 時 30 分ごろ
●送水神事【鵜の瀬】　20 時 30 分ごろ
ー車両通行止めー
　県道久坂中の畑小浜線【神宮寺参道入り口〜鵜の
　瀬橋】　19時〜 21時 30 分
ー路上駐車禁止ー
　県道久坂中の畑小浜線【竜前企業団地〜鵜の瀬橋】
　若狭西街道【松永トンネル〜遠敷トンネル】

ー臨時駐車場ー
　竜前企業団地
ーシャトルバス（行き）ー
•小浜駅→神宮寺　料金 500 円
　17時 30 分から満員になりしだい随時出発。
　18時発が最終便
•竜前臨時駐車場→神宮寺　料金 100 円
　17時から 15分ごとに出発。19時発が最終便
ーシャトルバス（帰り）ー
•鵜の瀬→小浜駅　料金 500 円
　通行規制解除後出発
•鵜の瀬→竜前臨時駐車場　料金 100 円
　通行規制解除後出発

３月２日は「お水送り」　　　　　　　　　観光交流課☎内線 266　



市民ミュージカル「アニー」
文化会館☎内線 612

　舞台は 1933 年のニューヨーク。
とある下町の孤児院にいるアニー
とサンディーはある日、億万長者
の家に招待され、一週間滞在する
ことに。仕事と金のことしか頭に
なかった億万長者は、いつしか純
心なアニーとサンディーにひかれ
ていき…。続きは舞台で。
とき　３月８日㊐　13時 30分開場
ところ　文化会館
料金　一般　2,000 円
　　　学生　1,000 円

入学・卒業「お祝い会」
市母子寡婦福祉連合会

　小学校へ入学される児童、中学
校を卒業される生徒のお祝い会を
開催します。
とき　３月 20 日㊗　10 時〜
ところ　食文化館、ホテルアーバ
　ンポート
内容　伝統工芸体験と食事会
対象　市内のひとり親家庭の子ど
　もと保護者
参加費　無料
申し込み　３月 10 日㊋までに同
　会会長の山本さん☎56・2809へ

季節の調理体験　〜弥生編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　３月 13 日㊎、17 日㊋
　　　　10 時〜
ところ　食文化館
内容　揚げ鯖の梅肉ソース和え、
　厚揚げとチンゲンサイのうま煮、
　春雨のスープ、桜もち
定員　各 30 人
参加費　各 600 円

福井ミラクルエレファンツ
の選手と交流、試合観戦

( 株 ) スポーツコミュニティ福井

☎ 0776（23）0089

　子どもたちの夢を応援し、感動
を与えるため「ドリームキッズプ
ロジェクト」を開催します。
選手とふれあい　選手としし鍋を
　食べる。選手にサイン、記念撮
　影をしてもらう
オープン戦を観戦　観戦無料。試
　合終了後、選手の直筆サインが
　もらえる
対象　中学生以下
とき　３月 15日㊐　10時〜 16時
※ 14日㊏　12時 30 分〜　オープ
　ン戦のみ開催　
ところ　おおい町野球場

児童クラブ　春休み会員
社会福祉課☎内線 187

　春休み中、仕事などで保護者が
家庭にいない小学校低学年の学童
を対象に、児童クラブの会員を募
集します。
期間　小学校春季休暇中（３月 25
　日〜４月７日で、土、日を除く
　10日間）　８時〜 18時
クラブ　小浜・雲浜・西津・宮川・
　遠敷の各クラブ
対象　小浜・雲浜・西津・国富・
　宮川・遠敷小の１〜３年生
定員　５〜 10 人程度
会費　5,000 円
申込期限　３月 16 日㊊

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

　４月、５月分のパスカードを発
行します。
とき　３月 25日㊌　８時 30分〜
ところ　１階臨時窓口（９時以降
　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

「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　５月号（４月 24 日発行）
　〜 10 月号（９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　３月 16 日㊊までに市
　長室へ　
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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　３月 19日㊍　13時〜 15時
ところ　若狭健康福祉センター

☎ 52・1300

食育サポーター
食のまちづくり課☎内線 227

　子どもたちや地域のため、自分
自身が輝けるような幅広い活動を
行っている「食育サポーター」を
募集します。
内容　年間 50 回程度実施予定の
　幼児の料理教室「キッズ・キッ
　チン」と小学生の料理教室「ジュ
　ニア・キッチン」の企画や運営、
　独自の勉強会、研修会など
※料理教室は１回４時間程度、都
　合のつく日だけでも参加可
応募期限　３月 13 日㊎必着
申し込み　食のまちづくり課へ履
　歴書（写真添付）を提出してく
　ださい

ホストファミリー
国際交流室☎内線 265

　市国際教育協会では、夏休み期
間中（１週間程度）に中国西安市
からの留学生を受け入れていただ
けるホストファミリーを募集しま
す。留学生は、ホームステイを通
じて日本文化の体験、小浜の皆さ
んとの交流を楽しみにしていま
す。ご協力いただける方は、３月
10 日㊋までに国際交流室へご連
絡ください。

「ホームページのバナー」広告
企画調整課☎内線 343

　アクセス数が月に約 31,000 件
と年々増加している「市公式ホー
ムページ」。市では、同ホームペー
ジにバナー広告を掲載していただ
ける方（個人、企業）を募集して
います。
掲載期間　４月〜９月
料金　１カ月　10,000 円
その他　詳しくは市公式ホーム
　ページをご覧ください

⓭ 広報おばま　平成 21. 3 広報おばま　平成 21. 3⓬
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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

３月のおすすめは
　「天ぷらそば」
 単品、定食ともに
  　100 円引き！

例
（
実
寸
）

働く婦人の家　年間講座生
働く婦人の家☎ 52・7002

●午前の部（９時 30 分〜 11 時 30 分）
講座名 実施日 内　　容

料理 第２・４金曜日 料理のレパートリーを増やして豊かな食育を

●午後の部（13 時 30 分〜 15 時 30 分）
講座名 実施日 内　　容

茶道 第２・４土曜日 日本の「おもてなし」を学ぶ
和裁 第１・３土曜日 和裁を基礎から学ぶ
絵手紙 第１・３火曜日 世界に１枚の自分だけの絵を描く
レザー・クラフト 第１・３木曜日 自分だけのアクセサリー、バッグを作る
フラワーアレンジメント 第２・４金曜日 フラワー装飾１級技能士の講師に学ぶ
やさしい韓国語 第２・４土曜日 読み書き、日常会話を学ぶ

●夜の部（19 時 30 分〜 21 時 30 分）
講座名 実施日 内　　容

ストレッチ 第１・３火曜日 肩こり、腰痛などに効果あり。体のゆがみを直す
ヨガ 第１・３水曜日 正しい呼吸法と動きでストレス解消
コーラス 第２・４水曜日 初心者でも安心。歌うことが好きな人を募集
着物、着付け 第２・４木曜日 着物の基礎を学ぶ
ニイハオ中国語 第１・３水曜日 ニイハオから始める中国語。基礎から学ぶ
ペン、日常細字 第２・４金曜日 習ってすぐに役立つ実用講座
リフレッシュ体操 第２・４水曜日 リズムに乗って日ごろの運動不足を解消
レカン、フラワー 第１・３土曜日 いつまでも生花の美しさを保つフラワーアート

受講料　12,000 円（年間 20 回分、初回に必要）※教材費は別途必要
申し込み　３月 25 日㊌までに働く婦人の家へ
その他　10 人未満の場合は、開講できない場合があります。
　託児あります

平成21年度「成人大学受講生」
中央公民館☎ 53・1326

　中央公民館では、年間 10 回程度、成人大学の講座を開設します。各
大学の教授などが講師として「自然・文化・歴史」の各テーマで講演し
ます。誰でも参加できますので、お気軽にお問い合わせください。
ところ　中央公民館（一部変更になる場合があります）
受講料　無料（11 月実施予定の研修旅行は実費）
申し込み　４月 30 日㊍までに中央公民館へ
開催月 テーマ（前期プログラム） 講　師
５月 小浜の近代繁栄を語る遺産 福井大学　高嶋猛講師
６月 わたしたちの祖先・縄文人と弥生人 福井県立歴史博物館　仁科章館長
７月 日本海の湊町 福井工業大学　池田俊彦准教授
８月 若狭の化石（標本採取も計画中） 福井市自然史博物館　安曽潤子学芸員
９月 若狭武田氏と朝倉氏 朝倉氏遺跡資料館　千木良礼子調査員

募　　集


