
「食の達人」「食の語り部」
食のまちづくり課☎内線 222

　市では、平成 20 年度「食の達
人」「食の語り部」認定制度の候
補者を募集しています。食にかか
わる人々の優れた「技術・知恵・
知識（以下、技術等）」などを尊び、
誇りとするとともに、交流・体験
の場などで積極的に活用すること
で、技術等の普及や後継者の育成
などを目的としています。

【食の達人】　農業（米、野菜、花
　など）▶林業▶水産業（カキの
　養殖、釣りなど）▶食品加工（へ
　しこ、トチもち、くずまんじゅ
　うなど）▶料理

【食の語り部】食の歴史▶食文化
　▶自然環境
応募　12 月１日㊊〜 26 日㊎

「日本の第九」演奏会
文化文芸振興室☎内線 612

　約 100 人の市民合唱団が日本語
（なかにし礼作詞）で歌う第九演
奏会です。第一部では、ちりとて
ちんのテーマ曲、小浜少年少女合
唱団による象の夢、人魚の子守歌
を演奏します。
とき　12 月 21 日㊐　15 時〜
ところ　文化会館
入場料　一般前売り＝2,000円（当
　日は 2,500 円）、学生＝ 1,000 円

障害者問題をともに考えよう
小浜フォーラム

社会福祉課☎内線 184

とき　12 月 21 日㊐　10 時〜
ところ　サン・サンホーム小浜
内容　障害者の体験発表、
　ザ・フィットのコンサート

市営住宅空き家待ち入居の
申し込み

都市整備課☎内線 244

　平成 21 年度分（有効期限＝平
成 21 年４月〜同 22 年３月）の市
営住宅空き家待ち入居申し込みの
受け付けを開始します。入居希望
者は、必要書類をそろえて入居申
し込み資格の審査を済ませてくだ
さい。
　現在申し込みをしてある人も、
平成 21 年３月で有効期限が切れ
るので、あらためて申し込みが必
要です。
住宅　中層耐火建て住宅、簡易耐
　火２階建て住宅、木造住宅の一
　部
申込書配布　12 月１日㊊から
受け付け（審査）　12 月１日㊊〜
　平成 21 年１月５日㊊
抽選日　平成 21 年１月６日㊋　
抽選場所　働く婦人の家
その他　１月７日㊌以降も受け付
　けますが、抽選順位最下位から
　となります
※法制度の改正で、入居要件が月
額収入15万8千円以下（本年度
までは20万円以下）に変わります

小児科医による休日診療
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では
11 月から、小児科ではない医院
が休日当番医のときに限り、小児
科医による休日診療を行っていま
す。
診療時間　８時30分〜 17時 15分
診療対象　救急医療の必要な小児
※受け付けや診察の場所は、時間
　外診察と同じです。診察日は、
　当院ホームページ、小児科掲示
　板、電話で確認してください
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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】

（11 月１日現在）
●人口　　　　　　  32,292 人 
　　　　（前月比　　　 +10 人）
　　　（前年同月比　　-206 人）
　　　　　　男性　  15,678 人
　　　　　　女性　  16,614 人
●異動　　　転入　　　  65 人
　　　　　　転出　　　  52 人
　　　　　　出生　　　  28 人
　　　　　　死亡　　　  31 人
●世帯数　　　　  11,844 世帯

健康・福祉

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

　本年度最後の検診です。未受診
の人は、この機会にぜひ受診して
ください。
とき　12 月９日㊋
ところ　健康管理センター
検診内容　基本健診、がん検診　
　（胃・大腸・肺・子宮・前立腺・
　乳）、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

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　12 月 10 日㊌
内容　簡単デザートと離乳食を作
　ろう
とき　12 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
受け付け　13時15分〜13時30分

結核（BCG）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 20 年８月生まれ（通
　知します）と同 20 年７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　12 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

狩猟期間中の注意
農林水産課☎内線 288

　11 月 15 日から翌年２月 15 日
までは狩猟期間（※）です。県内
では過去に、銃器などによる人身
被害が発生しています。被害にあ
わないために、野山に出かけると
きは次のことに注意してくださ
い。
�目立つ色の服装を心がける
�動物に間違えられないよう、鈴
　などを鳴らしながら歩く
�わなには近づかない
（※）狩猟者が銃や網、わななど
を使用して鳥獣（法律で定められ
ている鳥類 29 種、獣類 20 種）
を捕獲できる期間

スギヒラタケの摂取は
控えてください

農林水産課☎内線 288

　スギヒラタケは、キシメジ科ス
ギヒラタケ属のキノコで、夏から
秋にかけてスギなどの切り株や倒
木に自生します。スギヒラタケは
食べることができますが、平成
16 年と同 19 年には、摂取者に急
性脳症を疑う事例が発生している
ため、摂取は控えてください。

生　　活

募　　集

市役所１階ロビーに
「サテライトコーナー」設置

企画調整課☎内線 343

　県立大学海洋生物資源学科が、
平成 21 年４月に「学部」となっ
て新たにスタートします。そこ
で、教育研究活動の内容などを市
民の皆さんに理解していただくた
め、市役所１階ロビーに学部化や
教育・研究内容の紹介、小浜近辺
に生息する海水魚・淡水魚の水槽
を展示しています。ぜひご覧くだ
さい。

不法投棄等防止啓発強調月間
環境衛生課☎内線 143

　「ごみの不法投棄」「野外焼却」
は、廃棄物処理法で禁止されてい
ます。見つけたときは、若狭健康
福祉センター（☎ 52・1300）へ
連絡してください。
　わたしたちひとりひとりが監視
役となり、美しい自然と生活環境
を守りましょう。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
拉致被害者・家族支援室☎内線 356

　12 月 10 日から 16 日までは「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
この機会に、北朝鮮当局による人
権侵害問題についての関心と認識
を深めていただき、拉致被害者お
よび特定失踪者の真相究明のため
の取り組みにご理解とご協力をお
願いします。

油の流出による水質事故を
なくしましょう

環境衛生課☎内線 143

　最近、給油タンクや燃料配管の
破損による油漏れ事故が増えてい
るほか、給油中の油漏れ事故も多
く見られます。燃料機器や配管は
定期的に点検し、給油中はその場
を離れないなど注意しましょう。

心あたたまる手紙
中央公民館☎ 53・1326

　市では、12 月４日から 10 日の
人権週間にあわせ、「心あたたま
る手紙」を募集しています。
内容　人との触れ合いの中で体験
　したほのぼのとした温かいエピ
　ソード、うれしかったこと、感
　謝の気持ちなどを、200 字以内
　で表現してください
応募用紙　各公民館にあります
応募期限　12 月 19 日㊎



児童クラブの冬休み会員
社会福祉課☎内線 187

期間　12 月 25 日㊍、26 日㊎、１
　月５日㊊〜７日㊌の５日間
時間　８時〜 18 時
ところ　小浜・雲浜・西津・遠敷
　・宮川児童クラブ
対象　原則、小学１〜３年生
定員　各クラブ５〜 10 人
料金　3,000 円
申込期限　12 月 10 日㊌

ふるさと就職フェア in 若狭
小浜公共職業安定所☎ 52・1260

とき　平成 21 年１月 10 日㊏
　　　　13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ　ＪＡ若狭会館（遠敷）
内容　企業説明コーナー、適職診
　断コーナー、ハローワークとの
　相談コーナー
参加企業　40 社（予定）
対象　①平成 22 年３月に大学・
　短大・高専・専修学校を卒業す
　る予定の人　②平成 21 年３月
　の新規学校卒業予定者のうち就
　職未内定者　③ハローワークお
　ばまに登録している若年求職者
　④若狭地域への若年転職希望者
参加費　無料

ふくい合同企業説明会
福井県労働政策課☎ 0776（20）0390

　県では、大学・短大・高専・専
修学校の学生などを対象に合同企
業説明会「ふるさと企業魅力発見
フェア」を開催します。会社情
報、採用計画など最新情報をいち
早く入手できますので、就職活動
を控えた皆さんはぜひご参加くだ
さい。
とき　平成 21 年１月４日㊐
　　　　11 時 15 分〜 17 時
ところ　サンドーム福井（越前市）
参加企業　200 社（予定）
参加費　無料

親子でクリスマス料理づくり
食文化館☎ 53・1000

とき　12 月 13 日㊏　10 時〜
ところ　食文化館
内容　ツナピラフ、ミートローフ、
　パスタ入りミネストローネ、切
　り株ケーキ
募集　小学生と保護者 20 組
参加費　1,200 円

華やかおせち料理づくり
食文化館☎ 53・1000

とき　12 月 16 日㊋　10 時〜
ところ　食文化館
内容　華やか手まり寿司、くるり
　ん伊達巻き、ゴボウとレンコン
　のゴマみそあえ、新春茶巾　ほ
　か
募集　40 人
参加費　1,000 円

季節の調理体験　〜師走編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　12 月 12 日㊎、15 日㊊
　　　　10 時〜
ところ　食文化館
内容　米粉ピザ、柿なます、若狭
　カンランのクリーム煮、カボ
　チャ白玉の小豆がけ
定員　各 30 人
参加費　各 600 円

ふくいの伝統的民家
福井県営繕課☎ 0776（20）0510

　県では、地域の歴史・文化に培
われてきた伝統的民家を継承して
いくため、県内に残る地域固有の
伝統的な民家を「ふくいの伝統的
民家」として募集しています。
　平成 18 年度は 130 件、同 19 年
度は 143 件が認定されています
（小浜市は 11 件の民家が認定）。
応募期限　平成21年１月 30日㊎

小学生ショートテニス教室
体育課☎ 53・0064

とき　平成 21 年１月 10日㊏〜２
　月28日㊏の毎週土曜日（全８回）
　９時〜 10 時 30 分
ところ　市民体育館
対象　小学１〜４年生
定員　20 人（親子も可）
参加費　700 円（親子での参加は
　1,500 円）
申し込み　12 月 10 日㊌〜平成 21
　年１月８日㊍
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小中学校の給食調理嘱託職員
教育総務課☎内線 422

雇用期間　平成 21 年４月１日か
　ら１年間
勤務時間　８時 45 分〜 16 時
報酬　月額 12 万円
募集　若干名（年齢・資格・免許
　は不問）
申し込み　12 月１日㊊〜 25 日㊍
　に、ハローワークおばままたは
　教育総務課

平成21年度小浜市奨学生
教育総務課☎内線 424

対象　市内在住の高校・高専・専
　修学校・短大・大学へ進学を希
　望する人で、貸付要件を満たす
　人
奨学資金　高校・高専＝１万円▶
　専修学校＝２万円▶短大・大学
　＝３万円
返済期間　修業から６年以内（無
　利子、無担保）
申込用紙　各中学校・高校にあり
　ます
申込期限　平成 21 年２月 10 日㊋

講正学舎への入寮生
（財）雲浜奨学会講正学舎☎ 03（3327）7800

　講正学舎（※）では、平成 21
年４月からの入寮生を募集してい
ます。東京の大学に進学される皆
さん、ぜひご検討ください。
募集　５人
〒 156 ー 0043
東京都世田谷区松原２ノ 34 ノ６
（※）講正学舎…社会に有為な人
材を育成するため、明治 33 年
11 月に旧小浜藩主酒井忠道公が
設立。主に、嶺南地域出身者が東
京で学ぶための男子学生寮です

消費生活トラブル無料相談
嶺南消費者行政連絡会事務局☎ 77・1111

　悪質商法、振り込め詐欺、多重
債務などのトラブルで困っていま
せんか。司法書士が無料で相談に
応じます（予約が必要）。
とき　12 月 15 日㊊
　　　　13 時 30 分〜 14 時 30 分
ところ　パレア若狭（若狭町）

絵てがみで文化財を描こう
泉州佐野にぎわい本舗☎ 072・469・5673

対象　全国の文化財建造物（国宝、
　重文、国登録、県・市町指定、
　伝統的建造物群保存地区）
出品料　無料
応募期限　12 月 20 日㊏
応募　〒 598 ー 0057　泉佐野市
　本町５ノ９　旧新川家住宅内　
　「絵てがみで文化財を描こう」係
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スポーツ

【市役所窓口】
問総務課☎内線 355

◎ 12月 26日㊎まで平常業務
◎ 12 月 27 日㊏〜１月４日㊐は
　休業
※出生・死亡などの「戸籍の届け出」「火
　葬の予約」は、宿日直の職員が受け
　付けます

◎１月５日㊊から平常業務

【市民サービスコーナー】
問☎ 52・7837

◎ 12月 27日㊏まで平常業務
◎ 12 月 28 日㊐〜１月５日㊊は
　休業
◎１月６日㊋から平常業務

【市立図書館】
問☎ 52・1042

◎ 12月 27日㊏まで平常業務
◎ 12 月 28 日㊐〜１月５日㊊は
　休業
◎１月６日㊋から平常業務

【ごみの収集】
問環境衛生課☎内線 143

◎ 12月 30日㊋まで平常業務
◎ 12 月 31 日㊌〜１月４日㊐は
　休業
◎１月５日㊊から平常業務

【リサイクルプラザ】
問☎ 59・9000

◎ 12月 30日㊋まで平常業務
◎ 12 月 31 日㊌〜１月４日㊐は
　休業
◎１月５日㊊から平常業務
※事業所の方で、リサイクル可能な資源
　ごみを持ち込む場合は、12 月 26 日
　㊎までに環境衛生課で承認を受けてく
　ださい。個人は不要です

【クリーンセンター】
問☎ 53・5550

◎ 12月 30日㊋まで平常業務
◎ 12 月 31 日㊌〜１月４日㊐　
は休業
◎１月５日㊊から平常業務

【温水プール】
問☎ 53・0450

◎ 12月 23日㊗まで平常業務
◎ 12 月 24 日㊌〜１月５日㊊は
　休業（メンテナンス、清掃など
　を行います）
◎１月６日㊋から平常業務

【あいあいバス】
問鉄道新線・公共交通課☎内線 277

◎ 12月 28日㊐まで平常運行
◎ 12 月 29 日㊊〜１月３日㊏は
　運休
◎１月４日㊐から平常運行

【し尿のくみ取り】
問若狭総合環境センター☎ 52・1185
　し尿のくみ取りは、年末はたい
へん込み合います。12 月 12 日
㊎までに予約をしてください。

年末年始の業務ガイド

第20回ミニバスケット
ボール大会

体育課☎ 53・0064

とき　12 月６日㊏、７日㊐
　９時〜（開会式は、６日の８時
　30 分から行います）
ところ　市民体育館
※駐車場は、健康管理センター横
　をご利用ください

大人のためのスキー教室
奥越高原青少年自然の家☎ 0779（67）1321

とき　平成 21 年１月 17 日㊏、
　　　　18 日㊐
ところ　六呂師高原スキー場
対象　学生（高校生以下を除く）、
　社会人
定員　30 人
参加費　3,300 円（リフト代別）
申込期間　12 月６日㊏〜 21 日㊐


