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就職出前相談会

要約筆記講習会

お役立ち情報のメール配信

生活習慣病 女性限定検診

福井県求職者支援センターで
は、離職を余儀なくされた人の再
就職を支援するための相談会を開
催します。
とき ８月 25 日㊍ 13 時〜 16 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
※専門相談員が応じます

聴覚障がい者のコミュニケー
ション支援のため、「要約筆記講
習会」を開催します。
とき ８月５日㊎〜 12 月 16 日㊎
19 時 〜 21 時（ 毎 月 第 １、 ３
金曜日 全 10 回）
ところ 中央公民館
参加費 1,050 円（テキスト代）
申込期限 ８月３日㊌

市では、新商品開発や販路開拓、
経営相談、セミナーなどの ｢企業
支援情報｣ や市内で行われるイベ
ントなどの ｢まちの話題｣ を、タ
イムリーにお届けするメール配信
サービスを行っています。
申込方法 所定の申込用紙に必要
事項を記入の上、FAX または
メールで申し込んでください
FAX 52・1401
e-mail obama-machi@ht.city.
obama.fukui.jp
※申込用紙は商工振興課にありま
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

とき ９月２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（胃・大腸・肺・乳・子
宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検
査、骨検診
申込期限 ８月 23 日㊋

商工振興課☎内線 225

８月１日〜７日は「水の週間」

社会福祉課☎内線 185

都市整備課☎内線 246

水は限りある貴重な資源です。
大切に使いましょう。
少しの工夫でこんなに節水
歯磨き 流しっぱなしにせずコッ
プにくんで使うと、朝晩一日で
11 リットル
洗濯 ためすすぎにすると１回の
洗濯で 55 リットル
風呂 残り湯を洗濯、掃除などに
利用すれば、半分再利用しても
100 リットル

募

集

OBAMA で愛（出会い）応援
事業 ｢フレンドリーのつどい｣
小浜市婦人福祉協議会

ブルーパーク阿納で、釣り体験
やバーベキューをしながら、男女
の出会いを応援するイベントを開
催します。
とき ８月 28 日㊐ 11 時 30 分
〜 16 時
定員 先着 40 人（男女各 20 人）
参加費 2,000 円
申し込み、問い合わせ
小浜市婦人福祉協議会の畑中さ
ん（☎ 52・3509）または社会
福祉課（☎内線 189）
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小浜城復元募金のお礼

文化課☎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小浜城復
元に向けた募金箱を設置していま
す。これまでに 150,204 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。
今後とも小浜城復元に向けた募
金にご協力をお願いします。

食文化館の地蔵盆

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

食文化館運営ボランティアのか
けはしサポーターが、食文化館の
町家に地蔵盆の飾りつけを行いま
す。
とき ８月 10 日㊌〜 23 日㊋
ところ 御食国若狭おばま食文化館

北前船がやってきた !

商工振興課☎内線 224

ふくしジョブフェア

（社）敦賀市社会福祉協議会☎ 0770・22・3133

地元での就職を希望する人など
を対象に、地元介護事業所、社会
福祉施設などが参加する身近な地
域でのふくしジョブフェアを開催
します。
とき ８月 30 日㊋ 13 時 30 分
〜 15 時 30 分
ところ 若狭図書学習センター
対象 福祉職に関心がある人また
は福祉職への就職を希望する人
内容 個別面談▶福祉の仕事・資
格に関する相談▶ハローワーク
相談▶あなたに合う仕事探し応
援
参加費 無料（申込不要）

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

食文化館では、８月３日㊌、４
日㊍に「北前船みちのく丸」が小
浜市に寄港するのに合わせて、８
月 31 日㊌まで「北前船みちのく
丸」歓迎企画展を開催しています。
また、寄港当日は、敦賀昆布館
から、ゆるキャラの「こんぶくん」
がやってきます。ぜひご来場くだ
さい。

移動美術館 小浜展

福井県立美術館☎ 0776・25・0452

収蔵された美術品を身近なもの
として鑑賞できるよう「移動美術
館」が開催されます。
とき ８月 20 日㊏〜 31 日㊌
９時〜 17 時
ところ 若狭歴史民俗資料館
入場料 無料

健康管理センター☎ 52・2222

巡回養育費相談

社会福祉課☎内線 186

ひとり親家庭を対象に、養育費
に関する相談会を実施します。養
育費のことで悩んでいる人は、養
育費相談員にご相談ください。
とき ８月 27 日㊏、28 日㊐ い
ずれも 11 時〜 15 時
ところ 敦賀市福祉総合センター
あいあいプラザ（敦賀市東洋町）
※相談は無料で、秘密は固く守ら
れます
※電話相談も受け付けています
（☎ 22・1700）

お知らせ
22 時以降の花火は禁止

健康・福祉
生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

年に一度の健康チェックをお忘
れなく。
とき、ところ ８月 30 日㊋＝交
流ターミナルセンター、９月９
日㊎＝久須夜交流センター
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、骨
検診
※８月 30 日㊋は乳がん、子宮が
ん検診あり
申込期限 検診日の 10 日前

８

月

情 報

プレパパ & プレママ講座

【市民憲章】

健康管理センター☎ 52・2222

とき、内容 ８月 20 日㊏ 13 時
30 分〜 15 時 30 分
出産編「赤ちゃんとの共同作業」
とき、内容 ８月 24 日㊌ 13 時
30 分〜 15 時 30 分
育児編「音楽療法でリフレッ
シュ」
ところ、申し込み 健康管理セン
ター

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

く

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、塩分の補給
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

ら しの

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】
（７月１日現在）
31,707 人
（前月比
-40 人）
（前年同月比
-258 人）
男性
15,494 人
女性
16,213 人
●異動
転入
45 人
転出
76 人
出生
15 人
死亡
24 人
●世帯数
11,998 世帯
●人口
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小浜市成人大学講座

生涯学習スポーツ課☎内線 433

年齢に関係なく、生涯にわたり、
興味のあることを学べる成人大学
講座。今回は、｢芸術｣をテーマに、
２回構成で開催します。
とき ①８月９日㊋ 19 時〜
②８月 21 日㊐ 13 時 30 分〜
ところ 中央公民館
講師 丸山桂さん（ロケット探偵
団代表）
内容 世界にひとつだけの小浜の
地図を描こう
受講料 無料（要申込）

小浜海洋少年団員

生涯学習スポーツ課☎内線 433

市では、小浜湾でのカッター活
動、手旗、水泳、ボランティア活
動などに参加する少年団員を募集
しています。海洋少年団の楽しい
活動に参加してみませんか。
対象 小学３年〜高校３年生
訓練日 毎月２回程度（土曜日ま
たは日曜日） ９時〜 11 時
訓練場所 中央公民館、市内海岸

スポーツ
市民マレットゴルフ大会

小浜市マレットゴルフ協会

とき ９月 13 日㊋ ９時〜
ところ 総合運動場
参加費 500 円（当日持参）
申込方法 市民体育館窓口設置の
申込用紙で提出
申込期限 ８月 31 日㊌
問い合わせ 小浜市マレットゴル
フ協会の水口さん☎ 58・0806

地区対抗バスケットボール大会

市民体育館☎ 53・0064

とき ８月 27 日㊏ 19 時〜、28
日㊐９時〜
ところ 市民体育館

⓯

広報おばま

平成 23.

8

若狭小浜 ｢日本の第九｣ 演奏
会 合唱団員

文化会館☎内線 612

12 月 11 日㊐に開催される若狭
小浜 ｢日本の第九｣ 演奏会の合唱
団員を募集します。
対象 中学生以上
会費 一般 5,000 円、学生 2,000
円（練習用 CD、楽譜代などが
別途必要です）
申込期限 ８月５日㊎（それ以降
も随時受け付けします）
練習 毎週火曜日の 19 時 30 分
〜 21 時 30 分に文化会館で
申し込み 文化会館

フレンドリーアート号

県教育庁文化課☎ 0776・20・0580

嶺南地域から県立音楽堂行きの
無料送迎バス（フレンドリーアー
ト号）を運行します。
運行 ９月９日㊎ 16 時 05 分に
県若狭合同庁舎を出発
催し事 岩城宏之メモリアルコン
サート井上道義の「新世界」
（県立音楽堂で 19 時開演）
定員 先着 45 人
※コンサートチケットは別途購入
する必要があります
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください

自衛官候補生

自衛隊敦賀地域事務所☎ 0770・23・2026

募集 ①自衛官候補生（男子）②
自衛官候補生（女子）③一般曹
候候補生
受験資格 いずれも 18 歳以上 27
歳未満の人（日本国籍を有する
人に限る）
受付期間 ①＝年間を通じて、②・
③＝８月１日㊊〜９月９日㊎
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください

｢健康づくり｣ 川柳

市民課☎内線 168

福井県国民健康保険団体連合会
では健康川柳を募集しています。
募集作品 次の２点に関するもの
日ごろ健康づくりに対して感じ
ていること
長寿、食事、ストレス発散、禁
煙など健康づくりに関すること
応募方法 住所、氏名、年齢、電
話番号、川柳募集をどこで知っ
たかを記入の上、川柳（作品）
を添えて郵送、FAX、メール、
持参のいずれかで提出
応募期限 ８月 31 日㊌
表彰 最優秀賞、優秀賞、佳作
応募先
〒 910-0843
福 井 市 西 開 発 4-202-1 福 井
県国保連合会 業務課 ｢健康川
柳募集｣ 係
☎ 0776・57・1612
FAX 0776・57・1615
e-mail hokensyashien-g ＠
fukui-kokuhoren.or.jp

季節の調理体験

〜８月編〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき ８月７日㊐、23 日㊋、
26 日㊎ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 押し麦ごはん、イカシュー
マイ、夏野菜の南蛮漬け、かき
玉汁、ミルクスイカ寒天
定員 各 30 人
参加費 各 700 円
関西電力からのお知らせ

でんき予報・節電専用ダイヤル

関西電力では、９月29日㊍まで新聞やテレ
ビ、ラジオ、ホームページなどを活用し、電気
の需給状況に関する情報を提供しています。
※節電に関するお問い合わせは、節電専用ダイ
ヤルをご利用ください
■節電専用
ダイヤル

☎ 0120・911・777

（平日は 9 時〜 20 時、土・日・祝日は 9 時〜 17 時 30 分）

伝統工芸無料体験

商工振興課☎内線 225

若狭工房では、小浜の伝統工芸
（若狭塗、若狭和紙、若狭めのう
細工）が無料で体験できる「夏休
み子ども自由研究相談室」を開催
します。
とき ８月 24 日㊌
午前の部：10 時〜
午後の部：13 時 30 分〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
対象 小・中学生
定員 午前の部、午後の部とも業
種ごとに各 20 人（要予約）

公立小浜病院組合職員

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

職種、採用予定人員 看護師（助
産師含む）＝ 15 人、診療放射
線技師＝１人、管理栄養士＝１
人、臨床検査技師＝１人、臨床
工学技士＝２人、薬剤 師＝１
人、看護補助員＝３人
採用日 平成 24 年４月１日
試験日 ９月中旬
試験内容 作文・面接試験
申込期限 ８月 31 日㊌
※受験資格など詳しくは杉田玄白
記念公立小浜病院総務課へ

アロマセラピー講座

働く婦人の家☎ 52・7002

夏に疲れた体と心を癒し、乾燥
する季節に向けて、アロマセラ
ピー講座を開催します。
とき ９月３日、24 日、10 月８
日、22 日、11 月５日（いずれ
も土曜日）19 時 30 分〜 21 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
講師 西田亜希子さん（アロマセ
ラピスト）
受講料 3,000 円（５回分）
※材料費（500 円程度）が別途必
要です
定員 先着 15 人

下水道いろいろコンクール

母子家庭の就業支援講習会

下水道いろいろコンクールに出
品していただく作品を募集してい
ます。
募集作品
【ポスター部門】
小・中学生に限る。Ｂ４〜Ａ
２判で、「９月 10 日下水道の日」
の文字を入れること
【作文部門】
小・中学生に限る。400 字詰
原稿用紙（低学年３枚以内、高学
年４枚以内、中学生５枚以内）に
自筆で
【新聞部門】
小・中学生に限る。Ｂ４〜模造
紙大に自由に表現してください
応募期限 ９月９日㊎
作品展示 10 月（予定）

母子家庭の母、寡婦を対象に就
業支援講習会（パソコン演習）を
開催します。
【ワードコース】
とき ９月 10 日㊏〜 12 月 17 日㊏
の土曜日 10 回 10 時〜 17 時
【エクセルコース】
とき ９月 11 日㊐〜 12 月 18 日㊐
の日曜日 10 回 10 時〜 17 時
ところ いずれも敦賀市内（詳し
くは受講者に連絡します）
定員 各 15 人（申込多数の場合
抽選）
参加費 テキスト代各 5,000 円
申込期限 ８月 19 日㊎
申し込み NPO 法人就業支援ネ
ットワーク福井支部
☎ 0776・68・1643

上下水道課☎内線 235

社会福祉課☎内線 186

「古写真」を募集します !
■問い合わせ

文化課☎内線 445

｢小浜市の歴史と文化を守る市民の会｣ では、過去の小浜の風景
や生活の様子がわかる古写真を募集しています。写真は、歴史を
証明する貴重な資料です。ご提供いただいた写真をデジタル化し、
保存するとともに、イベントなどで活用していきます。

募集写真
【年代】
明治〜昭和 50 年ころまで
【内容】
①生活の様子（家庭での食事風景など）
②各地区の祭り、伝統芸能、風俗
③小学校での運動会、遠足、授業風景
④現在は残っていない建築物
⑤災害時の様子
提供方法
「小浜市の歴史と文化を守る市民の会」 昭和 28 年、台風 13 号襲来時の様子
事務局（文化課内）までご連絡ください
その他
ご提供いただいた写真はデジタル化した後、返却いたします
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協賛
事業
とき

10 月１日㊏、２日㊐（雨天決行）

■問い合わせ

コース

１日目
２日目

参加費

500 円（高校生以下は無料） ※市民限定

特典

乗船料・お寺拝観料無料、ガラガラ抽選会、おし
るこふるまい

８月 16 日㊋

とき

６時〜

中央グラウンド

ところ

（雨天時は市民体育館）
※雨天時は中履きをご持参ください

30㌔、20㌔（クルージング付）
、10㌔
30㌔（クルージング付）
、20㌔、10㌔

※スタート・ゴールともに、御食国若狭おばま食文化館特設会場

小浜であそぼ ! 街なか・おりえんてぇりんぐ
■問い合わせ

とき

10 月 30 日㊐

スタート

小浜公園

内容

①地図とヒントを頼りにエリア内（西組〜はまかぜ通り

観光交流課☎内線 268

10 時〜 13 時（雨天中止）

※ゴールはいずみ町

商店街付近）のチェックポイントを探して、記念撮影

■問い合わせ

若狭ふれあいセンター☎ 53・2010

観光交流課☎内線 268

夏期巡回ラジオ体操
市民体育館☎ 53・0064

写真コンテスト

第９回御食国若狭おばま歴史街道ウオーキング
■問い合わせ

募集
！

市制 60 周年記念事業イベント

点数を獲得して
豪華商品を GET
しよう !!

写真を通して、小浜のすばらしさを知ってもらい、街のさらなる活性化、発展に
つなげるため、写真コンテストを開催します。

【応募資格】
小浜市民
【課題】
自由（カラー、モノクロは問いません）
※写真のどこかに、小浜市内であると分かる構図
であること
※街角のスナップ、自然、風景、人物など何でも
構いません
【サイズ】
サービス判以上〜四つ切 W まで
【応募期限】
９月 30 日㊎

【表彰】
特選１点（賞金３万円）、準特選２点（賞金
１万円）、入選５点（賞金３千円）
【その他】
入賞作品発表は 10 月上旬予定（入賞作品は
市役所ロビーなどに展示します）
作品の裏面には、必ず住所、郵便番号、氏名、
電話番号、題名、撮影場所・日時、説明を記
して貼付してください
【応募先】
〒 917-0068 小浜市小浜住吉 91-3
若狭ふれあいセンター「写真コンテスト係」

②途中に仕掛けられたイベントをこなし、点数を獲得
参加費

カメラ１台につき 500 円（小学生以下は保護者同伴）

定員

200 人

市制 60 周年特別企画

〜小浜市の 60 年を振り返る（２）〜

※デジタルカメラ、携帯カメラ、カメラ機能掲載のゲーム機などをご持参ください

小浜市は今年、
市制施行 60 周年を迎えます。先月に引き続き、

米村でんじろう

今回は第２回目として、昭和 36 〜 45 年までの 10 年を振り

サイエンスショー

■問い合わせ

市民課☎内線 166

催します。ぜひご来場ください。

第 23 回国民体育大会、ボクシング（昭和 43 年・若狭高校）

年】

36

昭和 〜 年の主な出来事

【昭和

小浜区検察庁、福井地方法務局小

浜支局完成

年】

38

上水道幹線給水開始

【昭和

ＮＨＫ小浜テレビ中継放送所完成

年】

39

福井放送小浜テレビ中継放送所完成

【昭和

年】

41

国民宿舎小浜ロッジ完成

【昭和

国宝めぐり定期観光バス運行

年】

42

若狭松下電器株式会社誘致

【昭和

号線開通

27

小浜病院本館完成

国道

年】

回国民体育大会開催（小浜市

23 43

小浜公共職業安定所完成

【昭和

第

年】

44

はボクシング、ラグビー競技会場）

【昭和

市民プール完成

45

野代グラウンド完成

8

福井県で、次に国民体育大会が開催されるのは平成 30 年の
予定です。次は、どんな競技が小浜市で開催されるのでしょう。

年】

平成 23.

1955 年、千葉県に生まれる。東京学芸大
学大学院理科教育専攻科修了後、自由学園・
講師、都立高校教諭を勤めるが、広く科学の
楽しさを伝える仕事を目指し、1996 年４月
独立。各種テレビ番組に出演、話題を呼ぶ。
1998 年「米村でんじろうサイエンスプロダ
クション」を設立。現在、サイエンスプロ
デューサーとして、科学実験などの企画・開
発、各地でのサイエンスショー、実験教室・
研修会や雑誌の企画・監修、出演など、さま
ざまな分野、媒体で幅広く活躍中。

小浜市はボクシングとラグビーの競技会場になりました。

【昭和

広報おばま

米村でんじろう

昭和 43 年には、福井県で初めて国民体育大会が開催され、

若狭霊場完成

⓱

プロフィール

若狭消防組合発足

【とき】
８月 24 日㊌ ① 13 時 30 分〜 ② 16 時〜
【ところ】
小浜市文化会館
【料金】
一般 1,500 円 高校生以下 500 円
（３歳未満は無料） ※全席自由席
【チケット販売】
ママーストア（おばまショッピングセンター店、
東小浜店、西津店）、（株）創楽堂、宮脇書店、
古川レコード店、小浜市文化会館、高浜町文化
会館
【サイエンスショーでの主な実験】
空気砲実験、ペーパーブーメラン、時限破裂風船

昭和 36 年には、市内で上水道幹線の給水が始まり、昭和
39 年には、国民宿舎小浜ロッジが完成しました。

テレビでおなじみの米村でんじろうさんを
迎え、親子で楽しめるサイエンスショーを開

返ります。

36
45

広報おばま

平成 23.

8

⓰

