
■ 9 月カレンダー
日 催し、イベント など 休館日 休日当番医

　1 日㊊ 温水プール ※★印のついた医院が休
　日当番医の場合、杉田
　玄白記念公立小浜病院
　（大手町）で小児科医が
　休日診療を行います

　2 日㊋ 市立図書館

　3 日㊌ 9時30分〜 子育てサロン「ベビーマッサージ」※（子育て支援センター☎56・3386）

　4 日㊍
　5 日㊎
　6 日㊏ 11 時〜、14 時 30 分〜 よんでよんでかみしばい（市立図書館☎ 52・1042）

　7 日㊐ 10 時〜 旨いもんすごろく in 小浜（翼のテラス・問小浜商工会議所☎ 52・1040） ★藤村クリニック（四谷町）
☎ 53・2471

　8 日㊊ 9 時 30 分〜16 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター） 温水プール

　9 日㊋ 9 時 30 分〜 すくすく広場（市内公立保育園・問子育て支援センター☎ 56・3386）
17 時〜20 時 30 分 月見の茶会（働く婦人の家 ※詳細は P9） 市立図書館

 10 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「小麦粉粘土」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 11 日㊍ 10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12）

 12 日㊎ 10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12）

 13 日㊏ 9 時頃〜放生祭（14 日も・小浜地区・問商工観光課）
10 時〜12 時 季節のヨーガとセルフケア講座※（働く婦人の家 ※詳細は P12）市立図書館

 14 日㊐ 10 時〜17 時 池坊福井連合支部花展（15日も・若狭図書学習センター ※詳細は P9）市立図書館 中山クリニック（多田）
☎ 56・5588

 15 日㊊㊗
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★吉井医院（塩竈）
☎ 52・0028

 16 日㊋ 市立図書館
温水プール

 17 日㊌ 9 時 30 分〜 なかよしタイム※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 18 日㊍
 19 日㊎

 20 日㊏
10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12）
11 時〜 御食国若狭おばま YOSAKOI 祭（食文化館前・問商工観光課）
14 時〜17 時 講演会＆ワールドカフェ（働く婦人の家 ※詳細は P9）

 21 日㊐
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★田中病院（遠敷十丁目）
☎ 56・5353

 22 日㊊ 9 時 30 分〜16 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター）
10 時〜11 時 断乳のお話（健康管理センター） 温水プール

 23 日㊋㊗
市立図書館
市民サービ
スコーナー

西津診療所（北塩屋）
☎ 52・1560

 24 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「9 月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）
9 時 30 分〜12 時 写経講座※（働く婦人の家 ※詳細は P12）

 25 日㊍
 26 日㊎ 9 時 30 分〜11 時 30 分 みんなであそぼ♪（松永公民館 ※詳細は P8）

 27 日㊏

 28 日㊐ 9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）
10 時〜15 時 REINAN 国際交流のつどい（市民体育館 ※詳細は P9）

★にしお内科クリニック（南川町）
☎ 53・2407

 29 日㊊ 温水プール

 30 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 みんなであそぼ♪（国富公民館 ※詳細は P8）
20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課） 市立図書館

広報おばま　平成 26. 9 ⓰⓱ 広報おばま　平成 26. 9

※印のついた相談は要予約です。相談は基本的に無料です。内容は変更される場合があります。※印のついた催しは要予約です。内容は変更される場合があります。
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●舞鶴若狭自動車道全線開通の日、
記念式典などを取材しました▶美浜
町の式典会場へ向かう頃は大雨警報
が発令されるどしゃ降りで、残念に
思っていました▶ところが、式典が
終わった頃にはまぶしい真夏の青空
に▶三方五湖PAの記念セレモニー
では、青い空、陽に照らされた真新
しい道路、飛んでいくたくさんの風
船、とてもきれいで、舞若道全線開
通の晴れの門出となりました（和）

●小浜の夏を彩る「夜の市」と「花
火大会」を取材しました▶道路が歩
行者天国となり、屋台がズラリ。店
頭には目を輝かせる鈴なりの子ども
たち▶この瞬間しかない真夏の夜の
風景をゆっくり歩いて撮影しました
▶ところが、花火が打ち上がり始め
ると、先ほどまでの心の余裕はどこ
へやら▶撮影のタイミングを測るも
失敗の連続。夏らしく、大汗をか
きながらの取材となりました（松）

人の動き（8月1日現在） 

・人口 30,672 人
　（前月比 -13 人）
　（前年同月比-416人）
　男性 14,958 人
　女性 15,714 人
　世帯数 11,850 世帯

・異動　転入 62 人
　　　  転出 70 人
　　　  出生 19 人　
　　　  死亡 24 人

広告募集中！！
　広報おばまに広告を掲載して
いただける方を募集しています。
（個人・企業は問いません）
料金　１カ月１万円
要件　広報おばま広告掲載取扱
　　　要綱に基づき、法令に違
　　　反しない、公の秩序また
　　　は善良な風俗に反しない
　　　などの制限があります
■問い合わせ　市民協働課☎64・6009

小浜市小浜広峰 55
☎ (0770)52-0748 ・FAX(0770)52-0853

お気軽にお問い合わせください
お墓ディレクター（1級）在籍

（日本石材産業協会登録第12-100024号）

㈲杉田石材店

先祖供養のご相談は
是非当社へ！！ 
安心と信頼  地元の石屋さん

■各種相談日程
相談名 開催日 時間 会場 問い合わせ

エイズ・肝炎相談、検査 1 日㊊ 9 時〜10 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
精神保健相談※ 2 日㊋、16 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
結婚相談 4 日㊍、18 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分 文化会館 社会福祉課☎ 64・6011

出張年金相談 4 日㊍、11 日㊍、
18 日㊍、25 日㊍ 10 時〜15 時 文化会館 敦賀年金事務所

☎ 0770・23・9904
家庭教育相談 6 日㊏、20 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336

母乳育児相談
8 日㊊ 10 時 30 分〜11 時 30 分

健康管理センター 同☎ 52・2222
22 日㊊ 11 時〜11 時 30 分

心配ごと相談 10 日㊌ 13 時〜16 時 総合福祉センター 社会福祉協議会☎ 56・5800
スクスク元気っ子教室 16 日㊋ 10 時〜10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222
行政相談 16 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎ 64・6009
特設人権相談 17 日㊌ 13 時〜15 時 働く婦人の家 法務局☎ 52・0238

高齢者専門相談（法律）※ 18 日㊍ 13 時〜16 時 嶺南地域福祉相談・
介護実習普及センター 同☎ 52・7832

多重債務相談※ 18 日㊍ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830
認知症相談会※ 18 日㊍ 16 時〜17 時 健康管理センター 地域包括支援センター☎ 64・6015
身体障がい者相談 19 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

市公式HPのバナー広告募集中
　市公式ホームページにバナー広告
を掲載していただける方を募集して
います。（個人・企業は問いません）
掲載期間　9月〜 3月
料　　金　１カ月１万円

※詳しい募集要件はホームページ
　をご覧いただくか、お問い合わ
　せください。
■問い合わせ　市民協働課☎64・6009

タブレット・ライトプランをご利用下さい。

インターネットサービスは

　おーちゃんネット
最大200Mbps 3,780円 （税込／月額）

　　　　　　　　    株式会社ケーブルテレビ若狭小浜
　　　　　   　　　　　   Tel  0770-52-7200


