
■ 10 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㊎

　3 日㊏
10 時〜  第23回白樫祭（4 日も・県立大学小浜キャンパス※詳細は P10）
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）
13 時 30 分〜 親子音楽イベント「オトユウラク」（食文化館※詳細は P10）

市民サービ
スコーナー

　4 日㊐ 市民サービ
スコーナー

★本馬医院（水取一丁目）
☎ 52・2233

　5 日㊊ 温水プール

　6 日㊋ 市立図書館

　7 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「運動会」※（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」（市役所※詳細はP10）市立図書館

　8 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

　9 日㊎ 12 時〜16 時 サポステふくい出張相談会※（働く婦人の家※詳細は P13） 市立図書館

 10 日㊏ 10 時〜 OBAMA 食のまつり（11 日も・川崎特設会場※詳細はP10)
10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P14） 市立図書館

 11 日㊐ 市立図書館 いちせクリニック（南川町）
☎ 53・2415

 12 日㊊㊗ 10 時〜 テニスまつり（総合運動場※詳細は P15）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★小津外科医院（日吉）
☎ 52・0027

 13 日㊋ 9 時 30 分〜 全園すくすく広場※（市内各公立保育園） 市立図書館
温水プール

 14 日㊌ 10 時〜、11 時〜 おひざでだっこの会※（若狭図書学習センター☎ 52・2705）市立図書館

 15 日㊍ 市立図書館

 16 日㊎ 市立図書館

 17 日㊏ 16 時 30 分〜 海のシルクロード音楽祭（羽賀寺※詳細は P10） 市立図書館

 18 日㊐ 10 時 30 分〜 第 7 回ウェルカム！こども企画（若狭図書学習センター☎ 52・2705）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★木村医院（四谷町）
☎ 53・1260

 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
温水プール

 20 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）市立図書館

 21 日㊌
 22 日㊍
 23 日㊎

 24 日㊏
10 時〜1 日限りのスイーツ＆ライブ（食文化館※詳細は P11）
11 時〜おばま児童文学会「風夢」のおはなし会（市立図書館☎ 52・1042）
13 時〜 梅田雲浜生誕 200 年記念式典（働く婦人の家※詳細は P11)

 25 日㊐
9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）
10 時〜 第 3 回 P-1 グランプリ（海のガーデン※詳細は P11）
14 時〜 はまかぜ寄席（はまかぜプラザ※詳細は P10)

★田中整形外科医院
（千種一丁目）☎ 52・6868

 26 日㊊ 9 時 30 分〜12 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター） 温水プール

 27 日㊋ 市立図書館

 28 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「10月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386） ※★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

 29 日㊍

 30 日㊎ 9 時 30 分〜 子育てサロン「子育て講演会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）
20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

 31 日㊏

広報おばま　平成 27. 10⓴㉑ 広報おばま　平成 27. 10  

※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。

編 

集 

後 

記

● 7 月から 8 月にかけて広報アン
ケートを実施しました。回答いただ
きました皆さんありがとうございま
した▶結果を一部抜粋して P7 に掲
載するとともに、市公式ホームペー
ジでも公開しています▶来月 11 月
号ではアンケート内容を反映させた
リニューアルを予定しています▶広
報おばまが、より多くの人に愛され
る紙面になりますよう、今後とも皆
さんのご支援をお願いします（松）

●祖父母への手紙投函の取材で保育
園児の散歩に随行していると、たっ
た数百㍍の距離でも転んだり木の実
を拾ったりと大忙し▶今思えば少
しの距離でも大冒険だったな、と自
分の子ども時代を思い出しました
▶ ｢子ども時代は二度と来ない。で
もバカは一生続く｣ とは映画『スタ
ンド・バイ・ミー』の台詞▶多少の
冒険心は、何歳になっても心の片
隅に持っていたいものですね（仲）

人の動き（9月1日現在） 

・人口 30,405 人
　（前月比 -4 人）
　（前年同月比 -267 人）
　男性 14,828 人
　女性 15,577 人
　世帯数 11,870 世帯

・異動   転入 49 人
　　　  転出 43 人
　　　  出生 25 人　　
　　　  死亡 35 人

■各種相談日程
相談名 開催日 時間 会場 問い合わせ

法律相談（消費生活トラブル）※ 1 日㊍ 14 時〜 16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830
結婚相談 1 日㊍、15 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分

文化会館 社会福祉課☎ 64・6011
結婚相談（本人のみ） 24 日㊏ 13 時 30 分〜15 時 30 分
家庭教育相談 3 日㊏、17 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336
エイズ・肝炎相談、検査 5 日㊊、19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※ 6 日㊋、20 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

出張年金相談※ 8 日㊍、22 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

心配ごと相談 14 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5802
高齢者専門相談（法律）※ 15 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
建築相談※ 15 日㊍ 14 時〜 16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830
身体障がい者相談 16 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 20 日㊋ 10 時〜 10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222
行政相談 20 日㊋ 13 時 30 分〜 14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎内線 373
特設人権相談 21 日㊌ 13 時〜15 時 働く婦人の家 法務局☎ 52・0238
断乳相談 26 日㊊ 10 時〜 11 時 健康管理センター 同☎ 52・2222
母乳育児相談 26 日㊊ 11 時〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

※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

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

創業祭
10 月 3 日㊏　9 時〜 19 時
　　   4 日㊐　9 時〜 19 時
　　　5 日㊊　9 時〜 17 時
会場：サンホテルやまね　
　　　 3 階ホール

BONGROUP
山文呉服店


