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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】

（5 月１日現在）
●人口　　　　　　  32,119 人 
　　　　（前月比　　　 -36 人）
　　　（前年同月比　　-184 人）
　　　　　　男性　  15,588 人
　　　　　　女性　  16,531 人
●異動　　　転入　　　142 人
　　　　　　転出　　　155 人
　　　　　　出生　　　  15 人
　　　　　　死亡　　　  38 人
●世帯数　　　　  11,843 世帯

広報おばま　平成 21. 6❿⓫ 広報おばま　平成 21. 6

�生　活� �健康・福祉�

　子どもの生活を守り育てるため
必要な費用である養育費は、子ど
もの権利です。養育費のことで悩
んでいる人は養育費相談員に相談
してください。電話の相談も受け
付けています。　
とき　６月 25日㊍　
　　　13 時〜 15時
ところ　若狭健康福祉センター
　☎ 52・1300
※相談は無料で、秘密は固く守ら
　れます

巡回養育費相談
社会福祉課☎内線 186

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成 21 年２月生まれ ( 通
　知します）と、　同１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　６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

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき　６月 10日㊌
内容　簡単デザートと離乳食を作
　ろう
とき　６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

　６月１日から水道週間にちなん
で、市では蛇口のパッキンの無料
配布（お一人５個まで）と無料取
り替えサービスを行います。
　蛇口を閉めても水がポタポタ漏
れる場合はご連絡ください。ただ
し、水と湯が同時に出る混合栓な
ど、取り替えできない場合があり
ます。申し込みのときに蛇口の種
類をお伝えください。
※数に限りがあります。昨年申し
　込まれた人はご遠慮ください
申し込み　６月８日㊊までに上下
　水道課へ
取り替え日　６月下旬

水道週間に蛇口のパッキン
の無料配布と無料取り替え

上下水道課☎内線 233

　児童手当を受給するには、現況
届の提出が義務づけられていま
す。これは、受給者の前年所得や
お子さんの養育状況などを確認し
再審査するためです。
　６月中旬に現況届を送付します
ので、６月 30 日㊋までに社会福
祉課へ提出してください。

児童手当の現況届を提出し
てください

社会福祉課☎内線 189

　毎年５月から８月にかけて、
テレビのＮＨＫ総合２ch と教育
10ch にしま模様が現れたり、色
が消えたり、音声に外国語が混入
したりすることがあります。
　これは、日本海上空に突発的に
発生する電離層（電波を跳ね返す
層）が原因で、普段は届かない外
国のテレビやＦＭ放送の電波が日
本まで届いてしまうためです。
　自然現象で発生するこの混信障
害は、テレビの故障ではなく数十
分から数時間続いて自然に消滅し
ますのでご理解ください。
　地上デジタル放送は、混信障害
の影響を受けません。
問い合わせ　ＮＨＫお問い合わせ
　窓口　☎ 0570・00・3434

外国電波によるテレビへの
混信障害

ＮＨＫ福井放送局

歯のゼミナール
健康管理センター☎ 52・2222

　県歯科医師会若狭支部では、歯
のゼミナールを開催します。申し
込みは不要で、すべて無料です。
とき　６月６日㊏　
　　　10時〜 14時 30分
ところ　健康管理センター
内容　歯の検診・相談、フッ素塗
　布、ブラッシング指導など

　年に一度の健康チェックをお忘
れなく。　
とき、ところ　７月１日㊌＝中名
　田公民館、７月８日㊌＝中央公
　民館、松永公民館
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・胃・大腸・子宮・
　前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイル
　ス検査、骨検診
※中央公民館では子宮、胃ガン検
　診はありません
申込期限　検診日の 10日前

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

生活習慣病　女性限定検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　６月26日㊎
ところ　健康管理センター
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・胃・大腸・子宮・乳）、
　Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、　
　骨検診
申込期限　６月 16日㊋

生活習慣病　夜間検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　６月26日㊎
ところ　健康管理センター
検診内容　特定（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　６月 16日㊋

経済センサス基礎調査
情報課☎内線 374

　７月１日現在で「平成 21 年経
済センサス基礎調査」を実施しま
す。
　この調査は、日本の経済活動の
実態を明らかにするための調査で
す。すべての事業所、企業を対象
に、６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。

�募　集�

全国植樹祭の開催
第 60 回全国植樹祭嶺南会場実行委員会

　第 60 回全国植樹祭が県内で開
催されます。嶺南会場ではチェン
ソーアート世界チャンピオンの来
場、縄文体験、特産品の販売など
が予定されています。
とき　６月７日㊐　９時〜
ところ　縄文ロマンパーク（若狭
　町）
問い合わせ　同委員会
　☎ 0770・45・9102

フレンドリーアート号
県教育庁文化課☎ 0776・20・0580

　県では、嶺南地域から県の文化
施設に来場する人の交通費を軽減
するため、県立音楽堂、美術館、
恐竜博物館行きの無料送迎バスを
運行しています。ぜひご利用くだ
さい。
※チケットは別途購入するする必
　要があります
運行日、催し事

【県立音楽堂】
　6月 23 日㊋＝偉大なる作曲家
　たち、７月５日㊐＝ビルバオ交
　響楽団
　※ 9月５日㊏＝岩城宏之メモ
　　リアルコンサート（６月 22
　　日㊊受付開始）　
【県立美術館】
　８月２日㊐＝レオナルド・ダ・
　ヴィンチ　
【県立恐竜博物館】
　８月２日㊐＝恐竜のくらした森
乗り場　県若狭合同庁舎
定員　先着 50人

デマンド（予約）型乗合タ
クシーの愛称

総合交通推進室☎内線 346

　日曜日に運行している「あいあ
いバス」を、８月から利用がある
時に運行する「デマンド型乗合タ
クシー」に変更します。
　そのタクシーに親しみやすい愛
称を付けてみませんか。
応募期間　６月１日㊊〜 30日㊋
応募資格　市内在住の人
応募方法　はがき、封書、
　FAX（53・0742）　
　メール（tetsudou@ht.city.
　obama.fukui.jp)
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�スポーツ�

市長杯争奪ボウリング大会
小浜市ボウリング連盟

とき　６月 28日㊐
　　　12 時 30分〜
参加資格　嶺南地区在住の人
参加費　3,000 円（６ゲーム）
※貸し靴代は別途必要
定員　先着 36人
申込期限　６月 23日㊋
ところ、申し込み　バディボウル
　わかさ　☎ 56・5656

　地球温暖化防止に、個人、企
業、団体、自治体などが行う地域
ぐるみの取り組みを募集していま
す。10 月に福井県の選考会行わ
れ、代表者には全国大会に出場し
ていただく予定です。
応募対象　地域特性を生かした地
　球温暖化対策の取り組み
応募期限　６月 30日㊋
応募先　福井県地球温暖化防止活
　動推進センター　
　☎ 0776・30・0092

地区対抗ソフトボール大会
体育課☎ 53・0064

とき　６月５日㊎〜６月７日㊐
　19 時〜　（雨天中止）
ところ　総合運動場　

地区対抗バレーボール大会
体育課☎ 53・0064

個人住民税の年金天引きが始まります
■問い合わせ　税務課☎内線 132　

【対象者】
　４月１日現在、65 歳以上の公的年金受給者
で、年金所得で個人住民税が課税されている人
です。
※次に該当する人は除きます
　•年金受給額が年間 18万円未満の人
　•遺族年金や障害年金を受給している人
　•介護保険料が年金天引きされていない人

とき　６月 28日㊐８時 30分〜
ところ　市民体育館　

深夜花火禁止区域を指定

　広報おばま５月号でお知らせしたとおり、
22時から翌６時までの間、公共の場での花火
は禁止です。
　その中でも市が指定した深夜花火禁止区
域で違反した場合、過料が科せられる場合
があります。

わがまちLOVE・アース
福井県地球温暖化防止活動推進センター

■問い合わせ　環境衛生課☎内線 143

深夜花火禁止区域

小浜ロッジ
白鳥海岸

４月
年金天引き

６月
年金天引き

８月
年金天引き

10 月
年金天引き

12 月
年金天引き

２月
年金天引き 合計

10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 60,000 円

６月
納付書・口座

８月
納付書・口座

10 月
年金天引き

12 月
年金天引き

２月
年金天引き 合計

15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円 60,000 円

《例》年金所得のみの人で個人住民税が 60,000 円課税された場合

平成 21年度

平成 22年度

　年金所得者を対象に、年金所得に対する個人住

民税を年金から天引きします。年金天引きは 10

月からで、１期分、２期分は今までどおり納付書

払いや口座振替になります。

　これは、納税の手間を省くことや払い忘れをな

くすことが目的で、手続きの必要はありません。

対象者には６月中旬に通知が届きますので、確認

してください。

※納付方法のみ変更で納税額は変わりません

花火をするときは人

に迷惑をかけないよ

うにしよう！

ルールとマナーを

守って楽しもう！

　教育委員会では、やさしい数学
教室を開催しています。元教員が
わかりやすく指導します。
とき　毎週日曜日　９時〜 11時
　（第３日曜日は休み）
ところ　文化会館
対象　中学１年生
参加費　教材費 1,050 円
持ち物　筆記用具、ノート

やさしい数学教室
教育総務課☎内線 424

　メタルフラワーを使ったワイン
グラスのインテリアを作ってみま
せんか。
とき　７月12日㊐　13時 30分
　〜 15時
ところ　働く婦人の家
材料費　1,000 円
申込期限　７月４日㊏

おしゃれ置物講座
働く婦人の家☎ 52・7002

特許情報活用講習会
( 社 ) 発明協会福井県支部☎ 0776・55・1195

　産業財産権制度の解説から特許
電子図書館の使い方まで、実践的
な実習形式の講習を行います。
とき　７月３日㊎、８月７日㊎　
　13時 30分〜
ところ　福井県産業情報センター
　嶺南支所（つばき回廊業務棟３
　階）
定員　８人
参加費　無料

とき　	 ６月９日㊋、19日㊎
　10時〜
内容　肉じゃがカレー風味、
　スナップエンドウのゴママヨ和
　え、とろとろ納豆、水無月
定員　各 30人
参加費　各 700円

季節の調理体験　〜水無月編〜
食文化館☎ 53・1000

とき　７月 11日㊏　
　　　10時〜 12時
ところ　ＪＡわかさ会館
対象　来年３月に大学、短大、高
　校、高専、専修学校卒業予定者
　とその保護者
内容　企業と保護者、学生との面
　談▶コンピューターによる適職
　診断▶ハローワーク職業相談
参加企業　35 社（予定）
その他　企業情報誌「2010 企業
　ガイドブック若狭（企業 50社
　を掲載予定）」を配布します

サマー求人企業説明会
小浜公共職業安定所☎ 52・1260

　同会では会員を募集していま
す。
　地域の皆さんに大学を身近に感
じていただくため、小浜キャンパ
スに関する情報の提供や、学生と
の交流会などを実施しています。
多くの方のご入会をお待ちしてい
ます。
年会費　団体会員　10,000 円
　　　　個人会員　		3,000 円

県立大学小浜キャンパスを
育てる会の会員

企画課☎内線 344

小浜市の歴史と文化を守る
市民の会の会員

文化遺産活用課☎内線 445

　豊かな自然や寺社仏閣、城下町
小浜、郷土の偉人などの歴史文化
を保護継承、活用していく市民の
会です。歴史文化に興味がある人
はぜひご入会ください。
年会費　団体会員　10,000 円
　　　　個人会員　		1,000 円


