
■ 5 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㊎

　2 日㊏ 10 時〜 お城祭り（3 日も・小浜神社ほか・若狭おばま観光案内所☎ 52・2082）
11 時〜 大きなえほんをたのしもう（市立図書館☎ 52・1042）

　3 日㊐㊗ 10 時〜12 時 くるみパンを作ろう！（食文化館☎ 53・1000）
14 時〜16 時 焼き鯖ずしを作ろう！（食文化館☎ 53・1000）

市立図書館
市民サービ
スコーナー

中山クリニック（多田）
☎ 56・5588

　4 日㊊㊗
10 時〜12 時 焼き鯖ずしを作ろう！（食文化館☎ 53・1000）
14 時〜16 時 へしこピザを作ろう！（食文化館☎ 53・1000）
14 時〜 お楽しみかみしばい（食文化館☎ 53・1000）

★吉井医院（塩竈）
☎ 52・0028

　5 日㊋㊗
10 時〜12 時 かしわ餅を作ろう！（食文化館☎ 53・1000）
10 時〜、13 時〜 館内クイズラリー（食文化館☎ 53・1000）
13 時〜  はたらく乗り物大集合 !!（食文化館☎ 53・1000）

★田中病院（遠敷十丁目）
☎ 56・5353

　6 日㊌㊗ 市民サービ
スコーナー

西津診療所（北塩屋）
☎ 52・1560

　7 日㊍ 温水プール

　8 日㊎

　9 日㊏ 10 時 30 分〜 よちよちおはなしかい（ 0〜 2 歳向け・市立図書館☎ 52・1042）
11 時〜、14 時 30 分〜 なかよしおはなしかい（ 3 歳以上向け・市立図書館☎ 52・1042）

  10 日㊐ ★にしお内科クリニック
（南川町）☎ 53・2407

  11 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

  12 日㊋ 9 時 30 分〜 すくすく広場※（子育て支援センター☎ 56・3386） 市立図書館

  13 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「お外であそぼ」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

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

  16 日㊏ 13 時〜 マーメイド Jazz フェスティバル（海のガーデン一帯※詳細は P19）

  17 日㊐ 市立図書館 ★本馬医院（水取一丁目）
☎ 52・2233

  18 日㊊ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P14） 温水プール

  19 日㊋ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P14） 市立図書館

  20 日㊌ 9 時 30 分〜 子育てサロン「子育て相談会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）
12 時 20 分〜13 時 つきイチ『バラエティー』（庁舎市民ホール ※詳細は P12）

  21 日㊍ 13 時 30 分〜15 時 フラワーデザイン講座※（嶺南振興局農業研修館 ※詳細は P14）

  22 日㊎ 10 時〜、13 時〜 献血（県若狭合同庁舎・問社会福祉課）

  23 日㊏ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P14）

  24 日㊐ 11 時〜  おばま児童文学会「風
ふ う む

夢」のおはなし会（市立図書館☎ 52・1042） いちせクリニック（南川町）
☎ 53・2415

  25 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

  26 日㊋ 市立図書館

  27 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「5月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

  28 日㊍
  29 日㊎ 20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

  30 日㊏ 13 時 30 分〜15 時 郷土史講座「福井県の誕生」（働く婦人の家 ※詳細は P12）

   31 日㊐ 5 時 30 分〜 春の一緒に登りませんか※（県若狭合同庁舎駐車場集合 ※詳細は P15）
9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）

★小津外科医院（日吉）
☎ 52・0072

広報おばま　平成 27. 5 ㉒㉓ 広報おばま　平成 27. 5

※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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集 

後 

記

● P21で紹介しましたバレーボール
協会の内藤さん▶取材の中で、いま
所属しているチームに入った理由を
尋ねたところ▶なんと、2 年前に広
報おばまに掲載したチームの紹介
記事を読んだことがきっかけ、との
こと▶当時、記事を担当したのも偶
然わたしでした▶人と人、人とまち
をつなぐ、広報の役割を果たせるよ
うに、これからも地域で活躍する人
の姿を追い続けていきたいです（松）

●今月号から広報を担当させてい
ただくことになり、取材や写真撮影
など、慣れない毎日を送っています
▶広く報じると書いて広報ですが、
お知らせすべきものの多さと、取捨
選択の難しさに驚くばかりです▶
中でも写真は一枚の掲載写真のた
めに数百枚撮影することもしばし
ば▶分かりやすい記事や、ほっとで
きる写真など、よりよい紙面を目指
して今後とも精一杯頑張ります（仲）

人の動き（4月1日現在） 

・人口 30,456 人
　（前月比 -63 人）
　（前年同月比 -307 人）
　男性 14,859 人
　女性 15,597 人
　世帯数 11,822 世帯

・異動   転入 192 人
　　　  転出 238 人
　　　  出生 22 人　　
　　       死亡 39 人

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

家庭教育相談 2 日㊏、16 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336

エイズ・肝炎相談、検査 7 日㊍、21 日㊍ 9 時〜10 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

法律相談（消費生活トラブル）※ 7 日㊍ 14 時〜 16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

母乳育児相談 11 日㊊、25 日㊊ 10 時 30 分〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

精神保健相談※ 12 日㊋、19 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

心配ごと相談 13 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5802

出張年金相談 14 日㊍、28 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

身体障がい者相談 15 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

スクスク元気っ子教室 19 日㊋ 10 時〜10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222

特設人権相談 20 日㊌ 13 時〜15 時 働く婦人の家 法務局☎ 52・0238

結婚相談 21 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分 文化会館 社会福祉課☎ 64・6011

高齢者専門相談（法律）※ 21 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

法律相談（多重債務）※ 21 日㊍ 14 時〜 16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

※★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
※毎週金曜日（祝日・年末年始を除く）、市役所 1 階の窓口（市民課・健康長寿課・社会福祉課・税務課・環境衛生課・会計課）
　では、執務時間を 18 時 30 分まで延長しています

会社説明会・見学会

   申込み：　株式会社ケーブルテレビ若狭小浜
　　　  総務部人事担当    52-7200

日時：平成２７年４月３０日（木）  １３時〜
場所：㈱ケーブルテレビ若狭小浜（津島76-1）
対象：平成２８年３月に大学・大学院を卒業
        見込みの方
内容：業務紹介・収録見学　他

　チャンネルO　


