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社会奉仕デーのごみ受け入れ

お知らせ

子どもの成長なんでも相談室

７月 29 日㊐は、市内一斉の社
会奉仕デーです。当日は、不法投
棄のごみや草刈りで刈った草木、
側溝汚泥（ヘドロのみ）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 29 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

深夜（22 時以降）の花火は
禁止

【子育て・発達について】
とき ７月３日㊋ 10 時〜 12 時
対象 乳幼児の保護者
【福祉サービスについて】
とき ７月 17 日㊋ 10 時〜 12 時
対象 乳幼児・児童の保護者
ところ 母と子の家（後瀬町）
※要予約。詳細は社会福祉課まで

環境衛生課☎内線 144

水道の検針にご協力ください

上下水道課☎内線 232

毎月１日〜５日は水道メーター
の検針日です。
●飼い犬が検針棒に反応して飛び
かかってくる恐れがあるので、
出入り口やメーターボックスか
ら離れた場所に犬をつないでく
ださい
●メーターボックスの上に物や車
を置かないようにしてください
●メーターボックスの中に水や泥
が入らないようにしてください
●毎月の使用水量を比較すること
により漏水を発見できることが
あるので、毎月検針ができるよ
うにご協力をお願いします

サマージャンボは県内の市
町で購入を

( 財 ) 県市町村振興協会☎ 0776・57・1633

市町村振興宝くじサマージャン
ボと 2000 万サマーの収益金は、
市や町の明るく住みよいまちづく
りに使われます。県内の市町で購
入をお願いします。
期間 ７月９日㊊から７月 27 日
㊎まで
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環境衛生課☎内線 144

市内の公園や海岸など公共の場
で、22 時以降の花火を禁止して
います。周辺住民の皆さんが安心
して生活ができるよう、花火をす
るときはルールとマナーを守って
楽しみましょう。
禁止する時間 22 時〜翌６時
禁止する場所 公共の場所（道路、
公園、広場、河川、海岸など）
禁止する花火 大きな音の出るも
の、飛しょうするもの、回転す
るもの、走行するものなど
※市が特に指定する「深夜花火禁
止区域」（塩竃海岸〜小浜海浜
小公園までの海岸）で違反する
と、過料を科す場合があります

社会福祉課☎内線 185

改正育児・介護休業法の施行

福井労働局雇用均等室☎ 0776・22・3947

７月１日から、次の要件がすべ
ての事業主
（労働者数 100 人以下の
事業主も含む）
に義務化されます。
①育児短時間勤務制度（１日６時
間勤務を可能）
②育児所定外労働の免除
③介護休暇（年５日、対象家族２
人以上の場合年は 10 日）

国民年金保険料
「免除・猶予制度」のご案内
■問い合わせ 市民課☎内線 169
失業や所得が少ないなど経済的な理由で国民年金保険
料を納付することが困難な場合、本人が申請することで、
保険料の納付を免除、猶予する制度があります。保険料
を未納のままにすると、将来の老齢基礎年金や障害基礎
年金などを受けることができなくなる場合があります。
必ず保険料を納めるか、免除制度をご利用ください。

【申請方法】
印鑑、年金手帳、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離
職票（失業などの理由で申請する場合のみ）を持って「市民課２番窓口」
で申請してください
【申請期間】
平成 23 年度分
（平成 23 年７月〜同 24 年６月）
→７月 31 日まで受付
平成 24 年度分（平成 24 年７月〜同 25 年６月）→７月２日から受付
【注意事項】
・原則として毎年申請が必要です
・平成 24 年６月まで免除されている人で、平成 24 年度も引き続き
免除を希望する場合は、市民課へ７月以降に申請してください
※全額免除・納付猶予の承認を受けた人で、継続申請の申し込みを
した人は、毎年申請する必要はありません

熱中症の予防

健康管理センター☎ 52・2222

熱中症は、気温などの環境条件
だけでなく、体調や暑さに対する
不慣れなどが影響して起こります。
気温が高くなくても、湿度が高く、
風の弱い日は、注意が必要です。
【熱中症の予防法】
こまめな水分の補給
通気性の良い、吸湿・速乾の衣
服着用
扇風機やエアコンを使った温度
調節
日傘や帽子の着用
体調不良を感じたら早めに医療
機関を受診

プレパパ & プレママ講座

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ７月 11 日㊌ 13 時
30 分〜 15 時 30 分
栄養編「妊娠中からの体づくり」
とき、内容 ７月 18 日㊌ 13 時
30 分〜 15 時 30 分
きずな
妊娠編「胎児との絆をつくろう」
ところ 健康管理センター
※要予約。詳細は健康管理センタ
ーまで

「認知症介護を楽にする」お
話しを聞く会
（社）認知症の人と家族の会☎ 53・3359

とき ７月 21 日㊏ 13 時 30 分
〜 16 時
ところ 総合福祉センター（遠敷）
せんだ ち よ か ず
講師 千田千代和さん（前若狭町
長）
内容 千田さんは、楽しく明るく
をモットーに認知症の奥さんの
介護をされています。テレビな
どでも紹介されました「認知症
介護を楽にする秘けつ」を話し
ていただきます
料金 無料

健康・福祉
母子家庭等医療費助成

社会福祉課☎内線 186

次の対象に該当する家庭の人が
入院、通院した際にかかった医療
費の自己負担分（保険適用分）を
助成します。※所得制限あり
【母子家庭】
●夫との死別、離婚などにより、2
0 歳未満の児童を持つ母の家庭
●母がない場合は、養育者がその
児童を扶養している家庭
【父子家庭】
●妻との死別、離婚などにより、2
0 歳未満の児童を持つ父の家庭
●父がない場合は、養育者がその
児童を養育している家庭
【寡婦】
●夫と死別もしくは離婚し、現在
１人暮らしをしている 75 歳未
満の女性

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ ７月 17 日㊋、30
日㊊、８月６日㊊＝健康管理セ
ンター、７月 13 日㊎＝宮川公
民館、24 日㊋＝松永公民館
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
※７月 17 日㊋は胃がん検診がな
く、乳がん・子宮がん検診があ
ります
申込期限 検診日の 10 日前

食中毒にご用心！

健康管理センター☎ 52・2222

O-157 などの食中毒は、高温多
湿になる夏場に多く発生していま
す。予防の三原則は「清潔」、「加
熱」、「迅速・冷却」です。食事前
には手をきれいに洗うなど、家族
みんなで予防しましょう。

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）
31,444 人
（前月比
-25 人）
（前年同月比
-303 人）
男性
15,368 人
女性
16,076 人
●異動
転入
64 人
転出
78 人
出生
30 人
死亡
41 人
●世帯数
11,994 世帯
●人口
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七夕飾りを作ろう

食文化館☎ 53・1000

食文化館の運営ボランティア
「かけはしサポーター」と一緒に、
食文化館に飾る七夕飾りを作りま
す。希望者は、持ち帰り用の小さ
な笹に飾りを付けて持ち帰れます
（先着 20 人）。
とき ７月７日㊏ 14 時〜 16 時
ところ 御食国若狭おばま食文化館
参加費 無料

季節の調理体験〜７月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき ７月 13 日㊎、15 日㊐、2
0 日㊎ いずれも 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 エビピラフ、インゲンとゆ
で卵のマスタード和え、かぼち
ゃスープ、くずまんじゅう
定員 各 30 人
参加費 各 700 円
申込期限 実施日の３日前

各種 I Ｔ講座

福井県産業情報センター☎ 52・1500

県産業情報センター嶺南支所で
は、各種 I Ｔ講座を開催します。
【ホームページ制作基礎講座】
とき ７月６日㊎ 10 時〜 17 時
受講料 6,000 円（テキスト代込）
【ワード応用講座】
とき ７月 10 日㊋〜 12 日㊍
13 時〜 17 時
受講料 11,100 円
（テキスト代込）
【エクセル応用講座】
とき ７月 24 日㊋〜 26 日㊍
13 時〜 17 時
受講料 11,100 円
（テキスト代込）
【イラストレーター基礎講座】
とき ８月２日㊍〜３日㊎ 10 時
〜 17 時
受講料 10,000 円
（テキスト代込）
ところ 県産業情報センター嶺南
支所（白鬚）
定員 各８人
申込期限 受講日の２週間前

おもしろふしぎクッキング

小浜幼稚園半日開放デー

とき ７月 23 日㊊ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
対象 小学生
内容 レモンのおやつ作りなど
定員 30 人
参加費 500 円
申込期限 ７月 20 日㊎

とき ７月４日㊌ ９時 30 分〜
11 時
ところ 小浜幼稚園
対象 未入園児（２歳児）と保護
者 25 組程度
内容 ３歳児と一緒に水遊び
参加費 50 円（保険料）
持ち物 着替え、タオル、水筒
申し込み 小浜幼稚園

食文化館☎ 53・1000

メンズキッチン

小浜幼稚園☎ 52・3768

食文化館☎ 53・1000

とき ７月 27 日㊎ 18 時 30 分〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
対象 18 歳以上の男性
内容 五目チャーハン、夏野菜の
甘辛みそ炒め、ゆで鶏のネギタ
レかけ、チキンスープ
定員 20 人
参加費 1,000 円
申込期限 ７月 24 日㊋
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うちわ・ビールグラス作り

食文化館☎ 53・1000

とき ９月 30 日㊐まで
ところ 御食国若狭おばま食文化館
対象 小学生以上（小学生未満は
保護者同伴）
定員 各 50 名（先着順）
参加費 和紙うちわ作り 900 円
ビールグラス作り 700 円

平成 25 年４月採用市職員

総務課☎内線 354

募集 事務＝５人程度、建築＝若
干名、保育士＝若干名、保健師
＝若干名
受験資格
【事務】昭和 57 年４月２日以降に
生まれた人
【建築】昭和 54 年４月２日以降に
生まれ、一級または二級建築士
資格を有する人
【保育士】昭和 54 年４月２日以降
に生まれ、保育士資格を有する
人、または平成 25 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 54 年４月２日以降
に生まれ、保健師免許を有する
人、または平成 25 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 23 日㊊〜８月６
日㊊
試験日、試験内容
【一次試験】 ９月 16 日㊐
●教養試験 ●適性検査 ●専
門試験（建築、保育士、保健師）
【二次試験】 10 月下旬実施予定
●作文試験 ●面接試験
申込方法 申込書は、７月２日㊊
以降に市役所総合窓口（１階）、
総務課（３階）で配布します

公立小浜病院組合職員

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

募集 看護師
（保健師・助産師含む）
＝ 20 人、臨床工学技士＝２人
採用日 平成 25 年４月１日
試験日 ８月中旬
試験内容 作文・面接試験
申込期限 ７月 31 日㊋必着
※受験資格、申込方法など詳しく
は公立小浜病院総務課へ

土曜無料法律相談会

親と子どものミュージカル

徴収事務委託

普段気になる法律問題など何で
もお気軽にご相談ください。
とき ７月 21 日㊏ ９時 30 分
〜 15 時 30 分（１人 30 分）
ところ 小浜ひまわり基金法律事
務所（大手町）
料金 無料
（法テラス扶助制度利用）
申込方法 平日９時 30 分〜 17 時
30 分に電話で申し込み

子どもから大人まで楽しめる
ミュージカル「ルドルフとイッパ
イアッテナ」です。黒猫のルドル
フの成長を通じて、“学ぶことの
大切さ”や“友達の大切さ“を教
えてくれます。
とき ７月 28 日㊏ 14 時〜
ところ 文化会館
出演 ミュージカルカンパニー・
イッツフォーリーズ
料金 一般前売り 1,500 円、当日
2,000 円
※全席自由。３歳以下の幼児はひ
ざ上鑑賞に限り無料。座席が必
要な場合は有料
チケット・問い合わせ 文化会館

市では、政令に基づいて、サイ
クリングセンター自転車使用料の
徴収事務を杉本幸隆さん（小浜大
宮）と小川秀雄さん（湯岡）に委
託しました。
委託期間 平成 24 年４月１日〜
同 25 年３月 31 日

小浜ひまわり基金法律事務所☎ 53・2018

募

集

訪問介護員養成研修（２級）
社会福祉課☎内線 186

福井県母子寡婦福祉連合会で
は、母子家庭の母や寡婦を対象に、
訪問介護員養成研修（２級課程）
の受講者を募集します。
とき 【講義】９月８日㊏〜 11 月
10 日㊏の土日祝日（計 16 回）
【実習】11 月 11 日㊐〜 12 月
３日㊊の平日（４日間）
ところ あいあいプラザ（敦賀市）
定員 20 人
参加費 テキスト代 7,000 円
申込期限 ８月 17 日㊎

子どもと知事のつどい

社会福祉課☎内線 186

福井県母子寡婦福祉連合会で
は、福井の未来を担う元気な子ど
もの育成を目指して、「子どもと
知事のつどい」を開催します。
とき ７月 24 日㊋ ９時 45 分
〜 15 時 30 分
ところ 敦賀市立少年自然の家
内容 知事と焼き杉彫刻
対象 県内のひとり親家庭の児童
（小学４〜６年生）
参加費 無料
申込期限 ７月５日㊍
申込方法 市母子寡婦福祉連合会
の小角さん☎ 52・6651 まで

文化会館☎ 53・9700

社会を明るくする運動

社会福祉課☎内線 182

「再出発を見守り、支える社会
に」をキャッチフレーズに、７月
１日から「社会を明るくする運動」
の強調月間が始まります。
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するため、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。

移動美術館 小浜展

県立美術館☎ 0776・25・0452

県立美術館のコレクションが小
浜で鑑賞できます。
期間 ７月 25 日㊌〜８月５日㊐
９時〜 17 時（入場は 16 時 30
分まで）※会期中無休
ところ 若狭歴史民俗資料館
料金 一般・大学生 100 円
高校生以下、70 歳以上、障がい
者手帳所持者は無料

商工観光課☎内線 226

中小企業の退職金を国の制
度がサポートします

商工観光課☎内線 225

中小企業退職金共済制度は、次
のような特徴があり、半世紀で 100
万社以上の中小企業に利用されて
いる国の退職金制度です。
○掛け金の一部を国が助成
○掛け金は全額非課税
○社外積み立てで管理も簡単
詳しくはホームページ（http://
chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください

はまかぜ寄席

文化会館☎ 53・9700

プロの上方落語家を招いての落
語会です。
とき ７月 22 日㊐ 14 時〜
ところ はまかぜプラザ（酒井）
料金 一般 1,500 円、小中学生 5
00 円
チケット・問い合わせ はまかぜ
プラザ☎ 52・6259

市営駐車場パスカード発行

おばま観光局☎ 56・3366

８月、９月の２カ月分のパス
カードを発行します。
販売開始 ７月 25 日㊌から
販売時間 ９時〜 18 時
ところ 道の駅（物産館）
【広峰駐車場】 先着 160 枚
【駅前駐車場】 先着 50 枚
料金 各 10,500 円（２カ月分）
広報おばま

平成 24.
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くらしの情報●小浜市役所

若

狭マリンピア花火大会 2012

■問い合わせ

■マリンピア親子料理教室（参加者募集）

■花火大会・松上げ
と

き

18：30
19：45
20：20
21：00
21：30
ところ

８月１日㊌

と

ステージイベント
松上げ

内

容 焼きリゾットシーフードカレーソースなど

対

象

７月 16 日㊊

き

花火大会

幼稚園年中〜小学生と保護者（40 人）
500 円

参加費

ステージイベント
終了

と

８月１日㊌

き

はまかぜプラザ（酒井）

ル１本

13:00 〜 22:00

と

員

※参加費など詳しくはお問い合わせください

平成 24 年度中央公民館
「自主サークル」
について、定員に余裕
があるため、
受講生を募集します。申し込みは随時受け付けます。
受講料

ダンス教室

第１・３木曜

20 時〜

月額

太極拳教室

毎週火曜

19 時 30 分〜

年額 12,000 円

ヨガ教室

毎週金曜

10 時 30 分〜

月額

2,000 円

英会話サークル

毎週火曜

19 時 30 分〜

月額

2,000 円

油絵サークル

第２・４日曜

９時 30 分〜

年額

3,000 円

書道教室

第２・４火曜

19 時 30 分〜

年額 12,000 円

吟舞教室

第１・３

19 時 30 分〜

月額

1,000 円

俳句教室

第１・３・４木曜 13 時〜

年額

6,000 円

川柳教室

第４水曜

13 時〜

月額

500 円

デッサン教室

第１・３土曜

13 時 30 分〜

月額

2,000 円

囲碁サークル

第１・３土曜

13 時〜

月額

300 円

1,000 円

※会場、講師等の都合により内容が変更になる場合があります
※受講料のほかに、教材費・材料費が必要な場合があります
※車で来館される場合は、市営駐車場（有料）をご利用ください
7

若狭フィッシャーマンズワーフ

☎

52・3111

■問い合わせ 生涯学習スポーツ課☎内線 433

平成 24.

80 人（団体のみ・要予約）

問い合わせ

中央公民館「自主サークル受講生」募集中

広報おばま

19 時 20 分〜

若狭フィッシャーマンズワーフ（川崎）

乗船場所

☎ 52・6259

時間

８月１日㊌

き

定

いきいき講座

働く婦人の家☎ 52・7002

女性の心身の健康とワーク・ラ
イフ・バランスについての講座を
開催します。
とき ８月４日㊏ ９時 30 分〜
11 時 30 分
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
講師 菅原幸子さん（女性就業支
援専門員）
定員 30 人
受講料 無料
※当日でも参加できます

明るい選挙を啓発するポス
ターと標語

「おいでよ ! 働く婦人の家へ」
参加児童

医食同源「夏バテしない食
事作り」

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 24 日㊋、25 日㊌、
26 日㊍、８月２日㊍、３日㊎、
８日㊌、９日㊍、17 日㊎、18
日㊏ いずれも９時〜 17 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
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）
申込受付日 ７月 10 日㊋
※電話での申し込み不可

【薬膳カレー】
とき ７月８日㊐ 10 時〜 13 時
参加費 900 円
【カラダを冷ますメニュー】
とき ７月 28 日㊏ 10 時〜 13
時 30 分
参加費 800 円
【夏野菜ダイエットメニュー】
とき ８月４日㊏ 10 時〜 13 時
参加費 900 円
ところ 御食国若狭おばま食文化館
定員 各 20 人
申込期限 実施日の３日前

働く婦人の家☎ 52・7002

食文化館☎ 53・1000

市選挙管理委員会☎内線 356

■花火納涼船が出航

※ 2008 年のミスハワイがマリンピアに来場予定

⓯

☎ 52・09

20

ステージ HipHop ダンス、フラダンス、お笑い
その他 何でも 50 年お祝いしよう〜！（公募）

開講曜日

ビューティサロンいすず

問い合わせ

ところ はまかぜ通り商店街
問い合わせ はまかぜ通り商店街

17 時 30 分〜 19 時 30 分

準備物 着物セット、腰ひも３本、帯板１枚、タオ

小浜音頭パレード、よさこい
パレード 七福神大笑い音頭パレード
消防音楽隊、ブラスバンドの演奏

サークル名

☎ 52・3481

■小浜美容師組合の「浴衣の無料着付け」

人魚の浜海岸
翼のテラス

７月 31 日㊋

青池調理師専門学校

問い合わせ

ところ

き

17 時 30 分〜 19 時 30 分

青池調理師専門学校（広峰）

ところ

■夜の市（小浜駅通り商店街設立 50 周年記念）
と

商工観光課☎内線 267

河川水位情報がデータ放送で
いつでも見られます（NHK）
■問い合わせ
市民協働課☎内線 373

５月 21 日㊊から、ＮＨＫ総合
（１チャンネル）のデータ放送で、
北川（高塚）
・南川（和久里）・遠
敷川（遠敷）の河川水位情報の放
送が開始されました。
ＮＨＫ総合を視聴中にテレビリ
モコンの
「ｄボタン」
を押し、
「河川・
雨量情報」を選ぶと県内の河川水
位情報などがご覧いただけます。
降雨による出水時の適切な水防
活動や避難活動にご活用ください。

明るくきれいな選挙の推進につ
ながるポスターと標語を募集しま
す。
応募資格
●ポスター 県内の小学生〜高校生
●標語 県内在住の人
応募期限 ９月７日㊎
※応募方法、用紙など詳細は、お
問い合わせください

スポーツ
一緒に登りませんか

小浜山の会

小浜山の会では、創立 50 周年
記念の特別企画として、１泊２日
の立山登山を行います。
とき ８月４日㊏〜５日㊐
ところ 立山（富山県立山町）
集合 ４日㊏の６時に若狭合同庁
舎駐車場（遠敷）
対象 中学生以上
定員 先着 25 人
参加費 20,000 円（バス代、宿
泊費含む）
申込期限 ７月 13 日㊎
申し込み ボランティアセンター
☎ 52・7837

第 11 回「杉田玄白賞」募集
食と医療・健康増進などに関する進歩的な
研究や取り組み、地域活動を行っている人や
団体を、全国各地から募集し、その中から小
浜藩医であった郷土の偉人・杉田玄白の功績
にふさわしい、功績顕著な人、団体を ｢杉田
玄白賞｣ として表彰します。
【対象】
食と医療、食と健康増進、食育と地域活動に関する進歩的な
取り組み、研究を行い、実績をあげている人
【応募方法】
所定の応募用紙に必要事項を記入の上、文化課に郵送または
持参で提出
※応募用紙は文化課にあります。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
※資料は５部以内とし、各 11 部添付してください
【応募期限】
８月３日㊎当日消印有効
【表彰】
杉田玄白賞（表彰状と賞金 50 万円）
※受賞者は、表彰式で講演をお願いします
【応募先・問い合わせ】
〒 917-8585 小浜市大手町６番３号 市教育委員会文化課
☎ 53・1111（内線 445） FAX52・3223
e-mail rekishi ＠ city.obama.lg.jp

広報おばま
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