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農地を相続したときは、
届け出を

農業委員会☎内線 283

農地法が改正され、平成 21 年
12 月 15 日以降に相続などで農地
の権利を取得した人は、農地のあ
る農業委員会に届け出が必要とな
りました。
届け出期限 権利取得を知った日
からおおむね 10 カ月以内
手続き 印鑑を持って、農業委員
会窓口（農林水産課内）に来て
いただき、届出書に記入してく
ださい
※届け出をしなかったり、虚偽の
届け出をしたりすると、10 万
円以下の過料に処せられますの
で、注意してください

市営駐車場パスカード発行

生活安全課☎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 生活安全課
【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

小浜城復元募金のお礼

文化遺産活用課☎内線 445

小浜市の歴史と文化を守る市民
の会では、御食国若狭おばま食文
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 128,597
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。
今後も小浜城復元に向けた募金
に協力をお願いします。
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のびのび HIROBA

国民年金の学生納付特例

子育て支援センターでは、４月
12 日から子育て親子の遊び場「の
びのび HIROBA」を開始します。
「のびのび HIROBA」とは、子
育て中の親子が集い、遊ばせなが
ら育児の情報交換をしたり、育児
の相談をしたりすることができる
子育て支援の催しです。申し込み
は不要で、開設時間内であればい
つでも利用できますので、ぜひ気
軽に足を運んでみてください。
とき 平日９時〜 16 時
（４月 12 日㊊以降）
ところ 子育て支援センター
（現在の今富第一保育園）
対象 市内在住の未入園児とその
保護者
利 用 料 年 間 500 円（ 損 害 保
険料）

国内に住んでいる 20 歳以上 60
歳未満の人は、国民年金の加入が
義務づけられています。
20 歳以上でも学生で「学生納
付特例」を申請して承認される
と、国民年金保険料の納付が猶予
され、10 年以内なら追納するこ
とができます。国民年金に未加入
だったり、保険料が未納だったり
すると、万が一障害者になっても
障害年金が受給できない場合があ
ります。学生で、保険料を納める
ことが困難な人は、必ず申請をし
てください。
申請 学生証のコピー（裏表）ま
たは在学証明書を添付して、保
険健康課へ申請してください
申請期限 ４月 30 日㊎
（平成 21 年度分）
※申請は毎年度必要です。
平成 22 年度分は４月１日㊍以
降に申請してください

子育て支援センター☎ 56・3386

家族みんなで交通災害共済

総合防災課☎内線 475

平成 22 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１日㊊から随時
共済期間 ４月１日〜平成 23 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 23
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 申込書と共済掛金を各
区長か生活安全課、または福井
銀行の県内各支店へ持参してく
ださい

保険健康課☎内線 166

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。
※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】
３月９日㊋＝中村紘子デビュー
50 周年・ショパン生誕 200 周
年メモリアルコンサート
【県立美術館】
３月 21 日㊐＝疾走する日本車
【県立恐竜博物館】
３月 21 日㊐＝常設展
乗り場 県若狭合同庁舎
定員 先着 50 人

生

活

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

偽税理士行為にご注意

税務課☎内線 137

税理士資格のない人が、有償、
無償を問わず納税者の確定申告や
納税について相談を受けたり、書
類を作成したりすることは法律で
禁じられています。
税理士の名をかたる無資格者
は、不当な料金を請求したり、納
税者の税金を使い込んだりするこ
とがありますので、注意してくだ
さい。

不用になったパソコン

健康・福祉
ノロウイルスに注意

健康管理センター☎ 52・2222

冬季は感染性胃腸炎（ノロウイ
ルス）が多発する時期です。
人から人への感染を防ぐため
に、日ごろから手洗いを徹底しま
しょう。また、排泄物や吐物の処
理をするときは手袋を着用しま
しょう。

新型インフルエンザ
ワクチン接種について

健康管理センター☎ 52・2222

２月２日㊋から、すべての人が
ワクチン接種の対象となりまし
た。接種を希望する人は各医療機
関へ直接申し込んでください。
※生活保護世帯、市民税非課税世
帯は接種費用を助成します

マタニティーひろば

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ３月 10 日㊌＝簡単
デザートと離乳食を作ろう、
３月 24 日㊌＝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

環境衛生課☎内線 143

不用になったパソコン（本体と
ディスプレイ）は、パソコンメー
カーが回収し再資源化を行います。
回収の申し込みは、廃棄するパ
ソコンメーカーの相談窓口へ直接
お問い合わせください。
詳しくは、インターネットで
「ＰＣ３Ｒ」を検索してください。
※自治体、販売店では、回収や受
け付けを行っていません
問い合わせ 社団法人パソコン
３Ｒ推進協会
☎ 03・5282・7820

結核（ＢＣＧ）の予防接種

く

ら しの

３

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。

健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 21 年 11 月生まれ ( 通
知します）と、同 10 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 ３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

【人の動き】
（２月１日現在）
32,068 人
（前月比
-28 人）
（前年同月比
-185 人）
男性
15,591 人
女性
16,477 人
●異動
転入
40 人
転出
47 人
出生
20 人
死亡
41 人
●世帯数
11,888 世帯
●人口
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働く婦人の家 年間講座生

働く婦人の家☎ 52・7002

●午前の部（10 時〜 12 時）
講座名

実施日

内

容

ニイ好中国語

第２・４火曜日 ニイハオから始める中国語。基礎から学ぶ

基礎韓国語

第２・４水曜日 書き順から始め、簡単な会話までを学ぶ

料理

第２・４金曜日 季節の食材を使う料理講座

●午後の部（13 時 30 分〜 15 時 30 分）
講座名

実施日

内

容

絵手紙

第１・３火曜日 描画の基本を学ぶ

パッチワーク

第２・４土曜日 基礎から学び、自分だけのパッチワークを作る

和裁

第１・３土曜日 和裁を基礎から学ぶ

フラビクス

第２・４土曜日 楽しく動いて、下半身を引き締める

●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 筋肉を伸ばし、肩こり、腰痛などを予防

コーラス・声楽

第１・３水曜日 体を使っての発声と歌う楽しさを実感

やさしいヨガ

第１・３水曜日 無理のない動きと呼吸法で心と体をととのえる

ペン習字・かな

第１・３水曜日 読む人に感動を与える字を書く

着物、着付け

第２・４木曜日 着物の基礎を学ぶ

茶道

第１・３金曜日 初心者のための茶道講座

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。
受講中は、希望があればお子さんをお預かりします

３月２日は「お水送り」
●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】

⓫
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栄養士・調理師の嘱託職員

児童クラブ 春休み会員

食文化館の学芸員（嘱託職員）

指定管理者を指定

職務 狩猟肉などを使った料理の
研究、開発
対象 栄養士資格または調理師資
格を有する、高校卒業以上の人
期間 ４月１日〜９月 30 日
（最長平成 23 年３月 31 日まで
延長の場合あり）
勤務地 市役所農林水産課
勤務時間 ８時 30 分〜 17 時 30 分
募集 １人
報酬 月額 14 万７千〜 15 万円
（予定）
申込期限 ３月 15 日㊊

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５日で、３月 28 日㊐、
４月３日㊏、４日㊐を除く９日
間） ８時〜 18 時
クラブ 雲浜・西津・宮川・遠敷・
内外海・口名田の各クラブ
対象 雲浜・西津・国富・宮川・
遠敷・内外海・口名田小の１〜３
年生
定員 ５〜 10 人程度
会費 5,000 円
申込期限 ３月 12 日㊎

職務 館内の案内。イベントや展
示物の企画、運営。食文化など
の調査、研究。機関誌の作成など
期間 ４月１日〜平成 23 年３月
31 日（更新可能）
勤務時間 ９時〜 18 時
対象 学芸員資格を有し、コン
ピューターグラフィックに精通
している 40 歳未満の人
募集 １人
報酬 月額 21 万円（予定）
選考方法 作文、書類審査、面接
など
申込期限 ３月９日㊋

市では、「小浜市ふるさと文化
財の森センター」の指定管理者と
して、「森の郷なかなた産物組合」
を指定しました。
ところ 小浜市深野７号 11 番１
指定期間 ４月１日〜平成 27 年
３月 31 日（５年間）

農林水産課☎内線 285

季節の調理体験

〜弥生編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ３月 15 日㊊、18 日㊍
10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 カラフルおにぎり、若狭か
んらんとワカメのミンチカツ、
モズクスープ、ブロッコリーの
簡単キッシュ（卵料理）、六方
焼き
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

観光交流課☎内線 267
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

社会福祉課☎内線 187

文化遺産活用課☎内線 445

食文化館☎ 53・1000

募

市民ミュージカル
「大切な人  回転木馬 in 小浜」

公立保育園の嘱託保育士

社会福祉課☎内線 187

「働く婦人の家」の愛称

働く婦人の家☎ 52・7002

働く婦人の家は、市民の皆さん
に幅広い目的でご利用いただいて
います。今後もより多くの皆さん
に利用していただくため、親しみ
やすい愛称を募集します。
※採用された人には記念品を、ま
た応募者全員の中から抽選で３
人に粗品をそれぞれ贈呈します
応募期限 ３月 30 日㊋
その他 応募方法など詳しくは働
く婦人の家または商工振興課へ

対象 保育士資格を有する人
（平成 21 年度中に取得見込み
の人を含む）
期間 ４月１日〜平成 23 年３月
31 日
勤務時間 ８時 30 分〜 17 時 15 分
（時差出勤あり）
募集 ２人
報酬 月額 15 万円（予定）
申込期限 ３月 10 日㊌

地 デ ジ 視聴ガイド

集

文化会館☎内線 612

舞台は 19 世紀のアメリカ。小
さな海辺の町の遊園地で、回転木
馬の呼び込みをしている粗暴な青
年ビリー。ビリーは工場で働く娘
ジュリーと出会い、やがて結婚。
しかし、ビリーはジュリーと生
まれてくる娘のために、悪事に手
を染めて、命を落としてしまう。
ビリーは天使と星の番人の導き
で、１日だけ地上に戻ることを許
され、ジュリーと娘を助けるため
会いに行くが…。
家族への愛と人と人との絆を描い
た感動の作品です。続きは舞台で。
とき ３月 14 日㊐ 14 時開演
ところ 文化会館
料金 一般 2,000 円
高校生以下 1,000 円

アナログ放送終了まで 514 日（２月 25 日現在）

地デジ放送の工事を装った詐欺が発生！
昨年12月茨城県で、女性宅に地

小浜市では、地デジに関する工事

デジ関係者と名乗るものが訪問し、

などの訪問は行っていません。ま

「地デジの工事には９万円かかるが

た、チャンネルＯでも突然訪問し、

今なら５万円でできる。領収書はあ

その場で料金の請求をするようなこ

とから持ってくる」と、５万円をだ

とは行っていません。

まし取るという詐欺事件が発生しま
した。

突然の訪問にはご注意ください。
問い合わせ 情報課 ☎内線373

■地デジ相談窓口
【地上デジタル放送に関して】
地デジコールセンター
☎ 0570・07・0101
【ケーブルテレビに関して】
（株）ケーブルテレビ
若狭小浜《チャンネルＯ》
☎ 0120・960721
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