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児童クラブ夏休み会員
少子化対策推進室☎内線 187

期間 ７月 22 日㊋〜８月 31 日㊐
８時〜 18 時
※土・日曜日と８月 14 日〜 16
日は休み
ところ 小浜・雲浜・西津・宮川・
遠敷児童クラブ
対象 原則、小学１〜３年生
募集 各５〜 10 人程度
料金 16,000 円
申込期限 ７月 11 日㊎
※申し込みが定員を超えた場合は
ひとり親家庭を優先します。ご了
承ください

小浜城復元市民の会会員
世界遺産推進室☎内線 445

小浜城復元市民の会では、市内
に数多く残る歴史遺産を生かした
まちづくりを進めるため、近世の
文化財である小浜城跡に天守閣を
復元しようと活動しています。ぜ
ひご入会ください。
年会費 一般会員＝ 1,000 円
賛助会員＝ 10,000 円以上
※昨年度は、小浜城をイメージし
たクリアホルダーを作成し、会員
の皆さんに配布しました

募

集

平成 21 年４月採用市職員
総務課☎内線 354

募集 事務Ⅰ（一般行政）＝若干
名、事務Ⅱ（農業行政）＝１人、
保育士＝若干名
受験資格 事務Ⅰ・Ⅱ＝昭和 53
年４月２日以降生まれの人。事
務Ⅰは学歴を問いませんが、事
務Ⅱは学歴要件があります。詳
しくは申込書で確認してくださ
い。保育士＝昭和 50 年４月２
日以降の生まれで、保育士資格
を有する人。いずれも性別、学
歴、国籍は問いません
受付期間 ７月 28 日㊊〜８月 11
日㊊
第一次試験 ９月 21 日㊐
●教養試験 ●適性検査
●専門試験（事務Ⅱ、保育士）
第二次試験 11 月実施予定
●面接試験 ●作文試験
申込書交付開始日 ７月１日㊋
受験手続き 申込書は総務課にあ
ります。必要書類を添えて期間
内に提出してください。郵送、
インターネットでも受験手続き
ができます

●「出前講座」をご利用ください●
市政の現状を市民の皆さんにわかりやすく説明し、ひざを交えて
語り合うことで市政への理解を深めていただき、よりよい信頼関係
を築いていくことを目的とした「出前講座」。注文に応じて市職員が
伺います。
【対象】市内在住のおおむね 10 人以上で構成する団体・グループ
【時間】原則 10 時から 21 時で、90 分程度を予定
【会場】申込者で準備してください
【料金】無料
※申込書は各公民館にあります。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

■申し込み 所定の申込書を記入し市長室へ（☎内線 324）

⓳
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段ボール箱でのごみ出し
（持ち込み）はできません
環境衛生課☎内線 143

市では、７月１日から「燃やす
ごみの指定袋導入」と「段ボール
箱によるごみ出し禁止」を実施し
ます。クリーンセンターへ直接持
ち込む場合も、段ボール箱の使用
は禁止させていただきます。

要約筆記講習会
社会福祉課☎内線 185

聴覚障害者のコミュニケーショ
ン支援のため、「要約筆記講習会」
を開催します。
とき ７月 25 日㊎から毎月第２・
第４金曜日 19 時〜 21 時
（全 10 回）
ところ ボランティア・市民活動
交流センター
費用 1,000 円（テキスト代）
申込期限 ７月 11 日㊎

７月１日から
公立小浜病院が全面禁煙に
杉田玄白記念公立小浜病院総務課☎ 52・0990

近年、禁煙に対する社会的意識
が深まっています。公立小浜病院
では現在、建物内で禁煙を実施し
ていますが、禁煙の取り組みを
いっそう強化するため、７月１日
から「敷地内全面禁煙」に拡大す
ることになりました。
皆さんのご理解ご協力をお願い
します。

河川整備に関する説明会
福井県河川課☎ 0776（20）0481

福井県河川課では、北川水系支
川（江古川、遠敷川、松永川など）
についての現状と今後の河川整備
に関する説明会を開催します。
とき ７月５日㊏ 19 時〜
ところ サン・サンホーム小浜

生

活

７月 27 日は社会奉仕デー
環境衛生課☎内線 143

７月 27 日は、市内一斉の社会
奉仕デー。当日は、不法投棄のご
みや草刈りで刈った草木などに限
り、ごみ処理場で受け入れます。
燃やすごみはクリーンセンター、
不燃物ごみや資源ごみはリサイク
ルプラザへ持ち込んでください。
とき ７月 27 日㊐
８時 30 分〜 12 時
※家庭のごみや粗大ごみ（不法投
棄分は除く）は持ち込めません。
また、社会奉仕を中止した地区を
対象とした振替開放は行いません

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

８月、９月分のパスカードを発
行します。
とき ７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

深夜の花火打ち上げは
やめましょう
環境衛生課☎内線 143

夏になると、深夜にもかかわら
ず、海岸などで大きな音の出る打
ち上げ花火をする人がいます。付
近の住民は非常に迷惑していま
す。このような迷惑行為は絶対に
やめてください。

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３月生まれ（通
知します）と同 20 年２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 ７月４日㊎
ところ 健康管理センター
受け付け 12 時 50 分〜 13 時 15 分

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 ７月 18 日㊎＝健
康管理センター、23 日㊌＝加
斗公民館
検診内容 基本健診、がん検診
（胃・大腸・肺・子宮・前立腺）、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
検診
申込期限 検診日の 10 日前
※ 40 歳〜 74 歳の方の基本健診
には、各医療保険者が発行する特
定健診受診券が必要です

生活習慣病 夜間検診
健康管理センター☎ 52・2222

仕事などで昼間受診できない人
は、この機会にぜひ受診を。
とき、ところ ７月 18 日㊎＝健
康管理センター
検診内容 基本健診、がん検診
（肺・前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウ
イルス検査
受け付け 17 時 45 分〜 19 時
申込期限 ７月８日㊋

く

ら しの

７

月

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】
（６月１日現在）
32,286 人
（前月比
-17 人）
（前年同月比
-200 人）
男性
15,679 人
女性
16,607 人
●異動
転入
76 人
転出
76 人
出生
21 人
死亡
38 人
●世帯数
11,792 世帯

●人口
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若狭消防組合職員

第 14 回 小浜まち景観賞募集
【募集期間】7 月１日㊋〜９月 16 日㊋
魅力あるまちづくりを目指し、景観上優れた建造物や景観の維持
向上に努めておられる団体や個人を表彰する「小浜まち景観賞」。
まちづくりの第一歩ともいえるこの賞にふさわしい建物や場所、活
動している人たちを募集します。
【応募方法】
応募用紙に物件の名称、所在
地および推薦者の連絡先を記入
し、都市整備課へ郵送または持
参してください。
応募用紙は、都市整備課と各
公民館にあります。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。
【審査基準、対象】
周辺環境に調和したデザイン
で、優れた景観を創出し、将
来の景観をリードしていくよ
うな物件
伝統的な町並み、歴史的景観
を受け継ぎ、長年にわたり良
好に維持されている建築物、
庭園など
まちの景観の維持向上に努め
ている活動など

《第 13 回受賞物件》
小浜まち景観最優秀賞（建造物部門）

だより

吹田酒店
小浜まち景観賞（活動部門）

なかなた産物組合のカヤ
小浜まち景観賞（活動部門）

松永小学校花壇

●髪処ほそかわ

鉄道新線・公共交通課
☎内線 279

【７月〜９月の土・日・祝日】
●敦賀 10 時 00 分発 → 小浜 10 時 52 分着 → 東舞鶴 11 時 42 分着
●東舞鶴 12 時 15 分発 → 小浜 12 時 52 分着
●小浜 10 時 54 分発 → 敦賀 12 時 01 分着
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職種 消防吏員（消防官）
採用人員 ６人以内
採用年月日 平成 21 年４月１日
第一次試験 ９月 21 日㊐、22 日㊊
ところ 若狭図書学習センター
受付期間 ８月４日㊊〜 22 日㊎
※申込書は、若狭消防組合総務課
または若狭消防組合管内の各分署
にあります

とき ７月６日㊐ 18 時〜 21 時
ところ はまかぜプラザ〜食文化
館
内容 はまかぜプラザでライブ→
食文化館まであんどん行列→食
文化館でライブ
参加費 無料

学童泳力テスト大会、市民水
泳競技大会
市水泳協会の鍋島さん☎ 52・1559

とき ７月 27 日㊐ ９時〜
ところ 若狭総合公園温水プール
【学童泳力テスト大会】
対象 市内の小学生
【市民水泳競技大会】
対象 市民ならどなたでも
申し込み 当日会場で
※同大会開催のため、７月 27 日
は一般開放はありません

第 39 回市学童野球大会
体育課☎ 53・0064

小浜まち景観賞（建造物部門）

ＪＲでは、
「ちりとてちん」放映に合わせて昨
年 10 月から臨時列車を運転してきましたが、引
き続き下記の期間、継続して運転します。

広報おばま

食文化館☎ 53・1000

スポーツ

小浜線臨時列車を運転します

㉑

若狭消防組合総務課☎ 52・4007

小浜幼稚園の半日開放デー
小浜幼稚園☎ 52・3768

●指重第二工場

公共交通

おばまキャンドルナイト ‘ 08

とき ７月 21 日㊗、26 日㊏
（予備日＝７月 27 日㊐）
ところ 総合運動場

食文化館ガイド

食文化館
☎ 53・1000

「季節の調理体験 〜文月編〜」
食文化館では、１人でも参加できる料理講習会
を毎月開催しています。
【とき】 ７月 15 日㊋、25 日㊎ 10 時〜
【内容】 変わり冷やしそうめん、
豆腐ソーセージ、夏野菜サラダ、
くずまんじゅう
【定員】 各 30 人
【参加費】 600 円

とき ７月９日㊌ ９時 30 分〜
11 時
ところ 小浜幼稚園
対象 ２歳児と保護者
参加費 50 円（保険料）
持ち物 着替え、タオル、お茶

劇団「海流座」の公演
文化会館☎内線 611

ＮＨＫ連続テレビ小説「ちりと
てちん」で、若狭塗りばし職人の
和田正太郎を演じた米倉斉加年さ
んの劇団「海流座」の公演。
とき ７月８日㊋ 19 時開演
ところ 文化会館
演目 「父帰る」（菊池寛 作）、
「二十二夜待ち」（木下順二 作）
料金 一般＝ 2,000 円、高校・大
学生、70 歳以上＝ 1,000 円、
中学生以下＝無料

（社）認知症の人と家族の会
小浜地区のつどい
同会福井県支部☎ 53・3380

認知症の人を介護されている皆
さん、日ごろの悩みごとなどにつ
いて話し合いませんか。また、認
知症について知りたい人の参加も
大歓迎です。
とき ７月 12 日㊏
13 時 30 分〜 16 時
ところ ボランティア・市民活動
交流センター

夏のスイーツを
一流シェフと作ろう
食文化館☎ 53・1000

京都の一流シェフが市販のアイ
スクリームをアレンジし、すてき
なデザートに仕上げます。
とき ７月 28 日㊊
●第一部 10 時〜
小学生とその親 15 組
●第二部 14 時〜
中学生以上 30 人
ところ 食文化館
※参加費など詳しくは食文化館へ

ちりとてちんトークショー
箸のふるさと館 WAKASA ☎ 52・1733

箸まつり実行委員会では、箸ま
つりに桂吉弥さんと茂山宗彦さん
を招いて「ちりとてちんトーク
ショー＆ゲーム大会」を開催しま
す。
とき ８月４日㊊ 13 時〜と 16
時〜の２回開催
ところ 箸のふるさと館 WAKASA
定員 各回 100 人
入場料 無料
申し込み ７月１日㊋ 10 時から、
箸のふるさと館 WAKASA にあ
る申込用紙に記入していただき
ます。先着 200 人

看護師再就業講習会
（社）福井県看護協会☎ 0776（52）1857

とき ７月 28 日㊊〜８月 11 日㊊
９時 30 分〜 15 時 30 分
ところ 敦賀市立看護専門学校
内容 看護の知識、技術を学ぶ
対象 看護職への復帰を希望する
人、就業後間もない人
受講料 無料
定員 30 人
※希望講義のみの受講も可能です

ふくいの伝統的民家
世界遺産推進室☎内線 445

県では、地域の歴史や文化に培
われてきた伝統的民家を継承して
いくため、伝統的民家認定制度に
基づき、県内に残る地域固有の伝
統的な民家を募集しています。
応募期限 平成 21 年１月 30 日㊎
応募 福井県土木部営繕課
☎ 0776（20）0510

おいでよ！働く婦人の家へ
働く婦人の家☎ 52・7002

働く婦人の家では、夏休み期間
中に「みんなと遊ぼう体験講座」
を開催します。
とき ７月 23 日㊌〜 25 日㊎、29
日㊋、８月６日㊌〜８日㊎、21
日㊍、22 日㊎ ９時〜 17 時
ところ 働く婦人の家
内容 宿題、座禅、お茶席、調理
実習など
対象 市内の小学１〜３年生
定員 15 人
参加費 2,000 円（ほかに実費が
必要な場合があります）
申込期限 ７月 20 日㊐

３Ｒ推進メッセージ
福井県リサイクル推進室☎ 0776（20）0382

県では、ごみの減量化やリサイ
クルの促進に関する絵手紙、標語
を募集しています。
●絵手紙部門…絵と文字の組み合
わせで文字数は 31 字以内。は
がきまたは同サイズの用紙
●標語部門…文字数は 31 字以内。
川柳なども可能
応募資格 県内に在住、または通
勤、通学している人
応募期限 ９月８日㊊
表彰 各部門の小学生の部、中学
生・高校生の部、一般の部ごと
応 募 先 〒 910 ー 8580 福 井 県
廃棄物対策課リサイクル推進室
広報おばま

平成 20.

7

⓴

