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マナーを守って海水浴を

観光交流課☎内線 268

市内の海水浴場で浜開きが行わ
れます。海水浴場でのルールとマ
ナーを守りましょう。
浜開き日
７月１日㊍＝矢代・志積、２日
㊎＝田烏・人魚の浜、３日㊏＝
犬熊、４日㊐＝勢浜、６日㊋＝
阿納・西小川・鯉川シーサイド
パーク
禁止事項 砂浜でのペットの散歩
と遊泳、魚釣り、バーベキュー
（鯉川シーサイドパークでは海
水浴場両端の指定した場所では
バーベキューが可能）
※各海水浴場で注意事項が異なり
ます。看板などで確認してくだ
さい

省エネリフォームを促進

県建築住宅課☎ 0776・20・0506

県では、次のすべての項目に該
当する省エネリフォーム工事を行
うと、住宅エコポイントとは別に
福井県独自の補助金を助成してい
ます。
対象
•持ち家住宅で、居住部分の床面
積が 50㎡以上
•外気に接するすべての窓などの
断熱化を１部屋（居室）以上
（二重サッシや複層ガラスなど）
• LED 照明器具に取り替え
（１つ以上）
•県内に本店を置く事業者が施工
•工事費が 10 万円以上
•住宅エコポイントの対象工事
【耐震改修】
•上記の工事に加え、耐震改修リ
フォームとあわせて外壁などの
断熱化
※補助金額や申請方法など詳しく
は県建築住宅課へお問い合わせ
ください
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木造住宅の耐震診断、耐震
改修工事を支援

７月 25 日は社会奉仕デー

日本脳炎予防接種を再開

①耐震診断（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
②補強プラン（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
③耐震診断・補強プラン（伝統的
構法：筋かいのないもの）
…個人負担＝ 20,000 円
④耐震改修助成
…補助限度額＝ 600,000 円
対象建物 昭和 56 年５月以前に
建てられた地上３階以下の木造
住宅
申込期限 ９月 30 日㊍

７月 25 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 25 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

以前、国内で日本脳炎の予防接
種を受け、急性散在性脳脊髄炎を
発生した事例がありました。市で
は、平成 17 年５月に国からの勧
告で、予防接種を中止していまし
た。しかし、新しいワクチンが開
発され、４月には国からの指示も
あり、６月１日から予防接種を再
開しました。
対象 ３歳児（個人通知します）
※４歳から７歳６カ月の子ども
でも、接種を希望する場合は受
けることができますので、お問
い合わせください

社会を明るくする運動

国民年金保険料の免除制度

食中毒にご注意！

７月は「社会を明るくする運動」
の強調月間です。
地域住民の連帯を強め、犯罪や
非行の防止、犯罪や非行に陥った
人たちの立ち直りを助けることへ
の理解と協力をお願いします。
また、若狭地区保護司会では、
更生保護活動を支援していただく
ため、各区長を通じて募金袋を配
布しています。ご協力をお願いし
ます。

国民年金には、所得が少ないな
ど経済的な理由で保険料を納める
ことが困難な場合、本人の申請で
保険料の納付が免除、猶予される
制度があります。
平 成 21 年 度 分（ 同 21 年 ７ 月
〜同 22 年６月）の受け付けは７
月 30 日㊎までです。希望する人
は、早めに申請してください。ま
た、同 22 年度分（同 22 年７月〜
同 23 年６月）の受け付けは７月
１日㊍からです。

都市整備課☎内線 247

社会福祉課☎内線 182

高速道路でも安全運転

西日本高速道路（株）☎ 0773・27・7101

高速道路でもルールとマナーを
守ってゆとりの安全運転を心がけ
てください。最近は利用者が増え、
渋滞が頻繁に発生しています。渋
滞の後尾では、後続車からの追突
防止のため、ハザードランプを点
灯してください。また、高速道路
は自動車専用の道路です。歩行者
や自転車、125cc 以下の二輪車は
通行することはできません。

環境衛生課☎内線 143

保険健康課☎内線 166

子どもと知事のつどい

県母子寡婦福祉連合会

知事といっしょにはし研ぎや海
遊びをしませんか。
とき ７月 21 日㊌
10 時〜 15 時 30 分
ところ 国立若狭湾青少年自然の家
対象 県内のひとり親家庭の児童
（小学４〜６年生）
申込期限 ７月５日㊊
申し込み 市母子寡婦福祉連合会
会長の小角さん☎ 52・6651

健康管理センター☎ 52・2222

健康管理センター☎ 52・2222

O-157 などの食中毒は、高温多
湿になるこれからの時期に多く発
生します。食中毒予防の三原則は
「清潔」
「加熱」
「迅速・冷却」です。
手洗いも徹底して、家族みんなで
予防しましょう。

結核（ＢＣＧ）の予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 22 年３月生まれ（通
知します）
とき ７月２日㊎
ところ 健康管理センター
受 け 付 け 12 時 50 分 〜 13 時
15 分

お知らせ
くらしなんでも相談

ライフサポートセンター☎ 0120・629・417

法律問題をはじめ、暮らしで
困っていることに、弁護士や金融
の専門家が相談に応じます。
とき ７月 31 日㊏ 10 時〜 13 時
ところ 勤労福祉会館（後瀬町）
相談料 無料

健康・福祉
父子家庭に児童扶養手当

社会福祉課☎内線 185

ひとり親家庭の自立を支援する
ため、８月１日から父子家庭の父
親にも児童扶養手当を支給しま
す。受給するには申請が必要です
ので、対象となる父子家庭の人は
社会福祉課へお問い合わせくださ
い。
対象 18 歳以下の子ども（中度
以上の障害を有する場合は 20
歳未満）を持つ父子家庭の父親
申請期限 11 月 30 日㊋
※児童扶養手当には、一定の所得
制限があります。前年の所得に
よって支給額の一部、または全
額が停止になる場合があります

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

年に一度の検診をお忘れなく。
とき、ところ ７月 14 日㊌＝加
斗公民館、７月 23 日㊎＝松永
公民館、８月３日㊋＝宮川公民
館
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・前立腺）、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査
申込期限 検診日の 10 日前

プレパパ & プレママ講座

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。

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ７月 17 日㊏ 13 時
30 分〜 15 時 30 分
妊娠編「胎児との絆を作ろうよ」
とき、内容 ７月 28 日㊌ 13 時
〜 15 時
栄養編「妊娠中からの体づくり」
ところ、申し込み 健康管理セン
ター

【人の動き】
（６月１日現在）
31,965 人
（前月比
-39 人）
（前年同月比
-168 人）
男性
15,563 人
女性
16,402 人
●異動
転入
46 人
転出
74 人
出生
27 人
死亡
38 人
●世帯数
11,951 世帯
●人口
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「成人大学講座プログラム」受講者

生涯学習課☎内線 432

市では、
「健康で生きがいに満ちたまちづくりを目指して」をテーマに、
家庭や食育、健康、人権などの講座プログラムを開講します。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。
受講料 無料
申し込み 随時受け付けています
開催日

ところ

７月３日㊏

テーマ

働く婦人の家

家族と子どもたちの成長や発達

９月 11 日㊏

中央公民館

第１回 健康づくりのために

10 月９日㊏

中央公民館

健康と食事

12 月４日㊏

働く婦人の家

男女共同参画講演会

11 月上旬

未定

２月６日㊐

文化会館

３月上旬

中央公民館

消費者・金融関係の講習会
人権講演会

第２回 健康づくりのために

時間 いずれも 13 時 30 分〜 15 時（一部変更になる場合があります）

小浜ウエスト物語 2010
写真コンクール

文化遺産活用課☎内線 445

テーマ 小浜西組重伝建地区内の
風景、祭礼行事、人物など
規定 《写真部門》白黒、カラー
の四つ切り、Ａ４で額装付き
《携帯写真部門》携帯電話で撮
影した写真画像（データ）
応募期限 ９月３日㊎
その他 優秀な作品は小浜ウエス
ト物語 2010 秋のギャラリーで
展示します。作品は、展示会終
了後返却します

国宝明通寺三重塔屋根ふき
替え修理工事見学会

文化遺産活用課☎内線 445

とき ７月 24 日㊏、25 日㊐
10 時〜 14 時受け付け
ところ 明通寺三重塔
参加料 400 円（拝観料）
内容 三重塔屋根ふき替え工事現
場の見学。ヒノキ皮ふきの体験
（模型を使用）
その他 雨天決行。どなたでも参
加でき、申し込みは不要。運動
靴で参加してください

⓯
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小浜幼稚園半日開放デー

小浜幼稚園☎ 52・3768

とき ７月８日㊍
９時 30 分〜 11 時
対象 未入園児と保護者
参加費 50 円（保険料）
持ち物 着替え、タオル
定員 20 組
ところ、申し込み 小浜幼稚園

七夕のつどい 2010

観光交流課☎内線 267

小浜市国際交流協会では、市民
と外国人との交流を目的に「若狭
おばま国際交流 七夕のつどい」
を開催します。多彩な催しを楽し
みながら、外国人と交流を深めま
せんか。
とき ７月４日㊐
10 時 30 分〜 14 時 45 分
ところ 中央公民館
内容 外国人のパフォーマンスや
民族衣装ファッションショー、
外国人の浴衣着付け、七夕飾り、
ビンゴゲームなど
入場料 無料

医食同源「子どもの健康」

おもしろふしぎクッキング

「子どもの健康」をテーマに、
小児科医の講演会と幼児を対象と
した料理教室「キッズ・キッチン」、
親子の調理体験「いっしょにつく
ろっ！」を午前、午後に分けて開
催します。
とき ７月 31 日㊏
ところ 御食国若狭おばま食文化館
講師 杉田玄白記念公立小浜病院
小児科 原慶和医長
【午前の部】
内容 キッズ・キッチン初級編
「体に優しいカレー」 10 時〜
講演会 13 時〜
対象 年中児〜小学 1 年生とそ
の保護者
定員 20 組
参加費 １組 700 円
【午後の部】
内容 講演会 13 時〜
いっしょにつくろっ！体に優し
いおやつ 14 時〜
対象 小学生とその保護者
定員 先着 15 組
参加費 １組 800 円
※講演会の対象は保護者です。子
どもは、若狭東高生による食育
紙芝居をお楽しみいただけます

とき ７月 24 日㊏ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 海水から塩を取り、その塩
を使って調理をする「実験・調
理体験」
定員 先着 30 人
参加費 300 円

食文化館☎ 53・1000

食文化館☎ 53・1000

魚のプロに教わる

食文化館☎ 53・1000

とき ８月５日㊍ ８時 30 分〜
集合 御食国若狭おばま食文化館
内容 魚加工工場を見学し、工場
で作られたものを使っての調理
体験
対象 小学生以上
定員 先着 30 人
参加費 900 円

浴衣着付け講座

働く婦人の家☎ 52・7002

とき ７月 24 日㊏ 19 時〜 21 時
ところ 働く婦人の家
定員 15 人
受講費 無料
申込期限 ７月 20 日㊋

サマー求人企業説明会

小浜公共職業安定所☎ 52・1260

季節の調理体験

〜文月編〜

食文化館☎ 53・1000

と き ７ 月 12 日 ㊊、15 日 ㊍、
18 日㊐ いずれも 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内 容 ひ き 肉 の ド ラ イ カ レ ー、
コーン入り麦ごはん、春雨の梅
酢あえ、ジャガ芋の冷たいスー
プ、くずまんじゅう
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

とき ７月 10 日㊏
10 時〜 12 時
ところ ＪＡわかさ本店
対象 来年３月に大学、短大、高
校、高専、専修学校卒業予定の
学生とその保護者など
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「2011 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

夏休み期間中、食文化館は
休まず開館します
食文化館☎ 53・1000

食文化館では、７月 21 日㊌か
ら８月 31 日㊋までの夏休み期間
中、休まずに開館します。
※濱の湯は通常どおり、第 3 水曜
日が定休日
【７・８月の休館日】
７月５日㊊〜９日㊎（館内メン
テナンスのため臨時休館）、
７月 14 日㊌（通常の休館日）

音声告知放送機器の増設

チャンネルＯ☎ 52・7200

音声告知放送機器の２台目が必
要な人は、チャンネルＯへお申し
込みください。
料金 １台 25,000 円（税別）
取り付け工事費（3,000 円〜）
は別途必要
機器の特徴 ①最新型で音質がよ
く、聞き取りやすい②録音機能
付きで聞き直しができる③ＦＭ
ラジオ付きで災害時などに便利
申し込み チャンネルＯや各公民
館にある申込用紙で

募

集

おいでよ！働く婦人の家へ

働く婦人の家☎ 52・7002

働く女性のサポート事業「夏休
みイキイキ体験講座」を開催しま
す。
と き ７ 月 22 日 ㊍、27 日 ㊋ 〜
29 日㊍、８月４日㊌〜６日㊎、
19 日㊍、20 日㊎〈９日間〉
いずれも９時〜 17 時
ところ 働く婦人の家
対象 小学１〜３年生
定員 先着 15 人
参加費 3,000 円（ほかに実費が
必要な場合があります）
申込期間 ７月１日㊍〜 15 日㊍

平成 23 年４月採用市職員

総務課☎内線 354

募集 事務＝７名程度、保育士＝
若干名、保健師＝若干名
受験資格
【事務】＝昭和 55 年４月２日以
降に生まれた人
【保育士】＝昭和 52 年４月２日
以降の生まれで保育士資格を有
する人、または平成 23 年３月
31 日までに保育士資格取得見込
みの人
【保健師】＝昭和 52 年４月２日
以降の生まれで保健師免許を有
する人、または平成 23 年３月
31 日までに保健師免許取得見
込みの人
※いずれも性別、学歴、国籍は問
いません
受付期間
７月 26 日㊊〜８月９日㊊
第一次試験 ９月 19 日㊐
●教養試験 ●適性検査
●専門試験（保育士、保健師）
第二次試験 10 月下旬実施予定
●作文試験 ●面接試験
申し込み 申込書は、７月１日㊍
以降に市役所総合窓口（１階）、
総務課（３階）で配布します。
必要書類を添えて受付期間内に
提出してください。郵送、イン
ターネット（ふく e ｰねっと）
でも申し込むことができます

市営駐車場パスカード発行

生活安全課☎内線 475

８月、９月分のパスカードを発
行します。
とき ７月 26 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
広報おばま
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若狭マリンピア 2010
■問い合わせ

観光交流課

☎内線 266

第 41 回学童野球大会

花火大会
■８月１日㊐
17：00
19：45
20：20
20：50
21：30

体育課☎ 53・0064

とき ７月 19 日㊗、24 日㊏
ところ 総合運動場

ところ 人魚の浜海岸

ステージイベント
松上げ

ステージイベント（予定）

花火大会

おばまガールズフラダンスショー

ステージイベント
終了

よさこい

■マリンピア親子料理教室（参加者募集）
き

ところ
内

容

対

象

７月 19 日㊗

10 時 30 分〜 13 時

青池調理師専門学校
スパイスから作る夏野菜たっぷりキーマ
カレー

定

員

参加費

保育園年長児か小学生とその保護者
先着 40 人
１人

問い合わせ

500 円

13：00 パーラー店開き
集えバイク好き！ in はまかぜ通り
14：00 はまかぜ子ども天国（子ども対象イベント）

とき ８月 30 日㊊〜９月 16 日㊍
の毎週月、木曜日
９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ 総合運動場
定員 20 人
受講料 1,200 円
申し込み ８月 17 日㊋までに市
民体育館窓口にある申込用紙で
問い合わせ 同協会事務局の水口
さん☎ 58・0806

16：00 小浜中吹奏楽部演奏
16：30 若狭消防音楽隊演奏
17：00 よさこい

学童泳力テスト大会
市民水泳競技大会

19：30 お笑いライブ

ジャンボ福笑い

七福神撮影会
お宝探し
18：00 七福神大笑い音頭パレード（自由参加）

20：00 終了

はまかぜ通り商店街（15 時〜歩行者天国）

問い合わせ

はまかぜ通り商店街

15：00 写友 「鵜の瀬」写真展

ものいい

市水泳協会の鍋島さん☎ 52・1559

19：00 さばトラななちゃんショー

７月 29 日㊍

13：00 100 円商店街
15：00 大笑いコンテスト
七福神を釣っちゃえ！

ところ

き ７月 31 日㊏

19：00 （若狭消防音楽隊、わかさワンワンパト
ロール、市民参加小浜音頭パレードほか）

■七福神大笑いまつり
き

と

小浜音頭市民パレード

☎ 52・3481

と

■はまかぜ通り「夜の市」

17：30 お笑いライブ

青池調理師専門学校

☎ 52・6259

ものいい

はまかぜダンス天国
20：00 （おばまガールズ（ハラウフラウリロコ）
フラダンス、HIPHOP ダンス、よさこい）
22：00 終了

ところ はまかぜ通り商店街（12 時〜歩行者天国）
問い合わせ はまかぜ通り商店街

☎ 52・6259

■小浜美容師組合の「浴衣の無料着付け」
と

き

ところ

８月１日㊐

17 時 30 分〜 19 時 30 分

働く婦人の家

問い合わせ ビューティサロンいすず
☎ 52・0920
■花火納涼船が出航（参加団体募集）
と

き

定

員 80 人（団体のみ予約可）

８月１日㊐

19 時 20 分〜
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とき ８月１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、８月１日の
一般開放はありません

成人式実行委員

統計調査員

市では、成人式の企画運営に参
加していただける実行委員を募集
しています。20 歳の門出、成人
式を自分自身のアイデアで盛り上
げてみませんか。
対象 平成 23 年成人式対象者お
よび平成 24 年成人式対象者
（平成２年４月２日〜平成４年
４月１日生まれの人）
活動期間 ８月以降に５回程度
（主に平日の夜に会議を開催）

対象者 市内在住で、統計調査業
務に関心があり、忠実かつ責任
感のある人。ただし、20 歳未
満の人や警察官、選挙または税
務事務に直接関係のある人は除
きます
登録期間 登録後２年間
申込期限 ７月 15 日㊍

生涯学習課（文化会館）☎内線 612

放送大学第２学期学生

放送大学福井学習センター☎ 0776･22･6361

放送大学は入学試験のない、文
科省、総務省所管の正規の通信制
大学です。自宅のテレビやラジオ
を使ってマイペースで学ぶことが
できるので、生涯学習、キャリア
アップに最適です。
願書受付期限 ８月 31 日㊋

教科書展示会

県教育庁☎ 0776・20・0575

県では、教科書を改訂するのに、
参考として一般の人から意見を伺
うため、教科書を公開します。
とき ７月 15 日㊍まで
ところ 市立図書館（小中学校）、
若狭高校（高校）

地 デ ジ 視聴ガイド

情報課☎内線 374

サマーキャンプ in 若狭路

観光交流課☎内線 268

幅広い体験を通して人と人との
ふれあいを体感する「2010 サマー
キャンプ in 若狭路」。対象は県内
外の小学生で、３泊４日の体験旅
行です。
とき ①７月 21 日㊌〜 24 日㊏
②７月 25 日㊐〜 28 日㊌
③８月２日㊊〜５日㊍
④８月９日㊊〜 12 日㊍
⑤８月 16 日㊊〜 19 日㊍
ところ 小浜市、おおい町、高浜町
内容 キャンプや釣り、調理、伝
統工芸などの体験旅行
対象 小学生（３年生以上向け）
定員 各 40 人（15 人以上で実施）
参加費 39,800 円
申込期限 出発日の 10 日前
問い合わせ （社）若狭湾観光連
盟☎ 52・7701

アナログ放送終了まで 394 日（６月 25 日現在）

地上デジタル放送相談会を開催します
地上デジタル放送に関する相談会を次の日程で開催します。わからないこ
とがあれば、ぜひこの機会にご相談ください。

乗船場所 若狭フィッシャーマンズワーフ

とき ７月12日㊊、26日㊊

問い合わせ 若狭フィッシャーマンズワーフ

ところ 市役所１階ロビー

☎ 52・3111

⓱

初級マレットゴルフ教室

小浜市マレットゴルフ協会

HIP HOP ダンス

協賛イベント
と

スポーツ

いずれも10時〜15時
問い合わせ 総務省福井県テレビ受信者
支援センター ☎0776・31・0101

■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》
☎ 52・7200
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