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※印のついた相談などは要予約です。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。

編 

集 

後 

記

●平成 28 年度福井県広報コンクー
ルで、小浜市が広報紙部門で知事賞

（1 位）、写真部門で優秀賞（2 位）、
映像部門で優良賞（3 位）を受賞しま
した▶広報紙の知事賞受賞は 2 年連
続、3 部門同時入賞は初めてになり
ます▶広報を通じて、小浜というま
ちの取り組みや、地域で輝く人の姿
が高い評価を受けました▶今後とも
市民協働の広報紙「広報おばま」への
ご協力をよろしくお願いします（松）

●節分の日、八幡神社で熊手や住吉
飾りなどの縁起物を求める市民の皆
さんの様子を取材しました▶住吉飾
りは手間のかかった手作り品▶この
日のために麦わらや真竹などの材料
を準備し、放生まつりが終わるころ
から作り出すと聞きました▶店主は
年々参拝客も減り「やめたいが欲し
いと言う人がいるのでやめられない」
と苦笑い▶来年も元気で会えること
を祈り一つ買って帰りました（橋）

人の動き（2 月1日現在） 

・人口 30,060 人
　（前月比 -16 人）
　（前年同月比 -271 人）
　男性 14,665 人
　女性 15,395 人
　世帯数 11,912 世帯

・異動   転入 45 人
　　　  転出 39 人
　　　  出生 15 人　　
　　　  死亡 37 人

相談名 開催日 時間 ところ 問い合わせ

結婚相談 2 日㊍、16 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分 文化会館 子ども未来課☎ 64・6013

弁護士無料相談※ 7 日㊋ 13 時 30 分〜15 時 働く婦人の家 福井弁護士会
☎ 0776・23・5255

出張年金相談※ 9 日㊍、23 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

高齢者専門相談（法律）※ 16 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

行政相談 21 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所1階101会議室 市民協働課☎ 64・6009

なんでも相談会※ 26 日㊐ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 ワカサリーガルパートナーズ
☎ 56・5533（平日 9 時〜17 時）

■子育て情報

心配ごと相談
とき：8 日㊌　
　　　13 時〜16 時
ところ：サン・サンホーム
　　   小浜
　　   問同☎ 56・5802
介護など生活での困りご
との相談に応じます

■体や心・生活の相談
身体障がい者相談

とき：17 日㊎　
　　　13 時〜14 時
ところ：公立小浜病院
　　　問高齢・障がい者元気
　　　支援課☎ 64・6012
身体障害者手帳の交付・更新、補装
具の交付などの相談に応じます

精神保健相談※
とき：7 日㊋、21 日㊋
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：若狭健康福祉センター
　　　 問同☎ 52・1300
心の病気や、心の悩みに
関する相談に応じます

家庭教育相談
とき：18 日㊏
　　　14 時〜17 時
ところ：中央公民館
　　　問同☎ 53・1336
青少年との親子関係や家
庭における悩みなどの相
談に応じます

カフェ・ぽ〜れ
とき：9 日㊍　
　　　13 時 30 分〜15 時
ところ：花水木（鹿島）
　　　問坂

さ か が み

上和
か ず よ

代さん☎
　　　090・5686・4147
認知症など高齢者の相談
窓口です ※参加費 100 円

スクスク元気っ子教室
とき：21 日㊋　
　　　10 時〜10 時 30 分受付
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222
離乳食の試食や相談、発
育・発達、育児など子育て
相談。身体計測も可能です

子育てワイワイ広場
とき：13 日㊊、27 日㊊
　　　9 時 30 分〜12 時
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222
未入園児の親子に 2 階和
室を開放しています。交
流の場としてどうぞ

母乳育児相談
とき：13 日㊊、27 日㊊
　　　10 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222
助産師による母乳育児の
相談です。体重、哺乳量
の測定も可能です

■法律や行政・その他の相談

■今月の窓口

1階窓口延長

毎週金曜日（祝日・年末年始を
除く）、市役所 1 階の窓口（市
民福祉課、高齢・障がい者元気
支援課、子ども未来課、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。

税の納付窓口

休日納付窓口
26 日㊐： 9 時〜17 時

夜間納付窓口
31 日㊎：20 時まで

■今月の休日当番医

※★印のついた当番医の日は、小児患者
　は、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

■今月の休館日

市立図書館
7 日㊋・14 日㊋・19 日㊐・
20 日㊊㊗・21 日㊋・28 日㊋・
29 日㊌

若狭図書学習センター
6 日㊊・13 日㊊・21 日㊋・
23 日㊍（2F のみ）・27 日㊊

市民サービスコーナー
19 日㊐・20 日㊊㊗

温水プール
6 日㊊・13 日㊊・21 日㊋・
27 日㊊

特設人権相談
とき：15 日㊌　
　　　13 時〜15 時
ところ：働く婦人の家
　　　 問法務局☎52・0238
悩みごと、心配ごとのあ
る人は、気軽に相談して
ください

親子運動遊び※
とき：3 日㊎、17 日㊎
　　　10 時〜11 時
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386
子どもと一緒に体を動かし
て遊びます。親子でのふれ
あいを楽しみましょう

ａｕショップ小浜
☎0800-7002298

▼仮社屋の住所等はこちらです
小浜市和久里15-22-8
☎ (0770)56-5212 ・FAX(0770)56-5215

お気軽にお問い合わせください
現在、仮社屋で営業しております

㈲杉田石材店

安心と信頼  地元の石屋さん
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） 

誕生会※
とき：22 日㊌　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386
今月に誕生日を迎えるお
子 さ ん の お 祝 い を し ま
しょう

のびのび広場※
とき：29 日㊌　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386
季節に応じた活動や運動
会など、子どもが楽しむ
親子遊びを提供します

5日㊐　：いちせクリニック（南川町）
　　☎ 53・2415

12日㊐　：★小津外科医院（日吉）
　　☎ 52・0072

19日㊐　：★田中整形外科医院（千種一丁目）
　　☎ 52・6868

20日㊊㊗：★しんたにクリニック（駅前町）
　　☎ 64・5321

26日㊐　：★山手医院（山手一丁目）
　　☎ 53・5511

■各種相談・休館日など

エイズ・肝炎相談、検査
とき：6 日㊊
　　　9 時〜10 時 30 分
ところ：若狭健康福祉センター
　　　 問同☎ 52・1300
匿名で、エイズ・肝炎に
関する相談や、検査を受
けることができます

着物古布買取
着物・帯・手織り木綿・古縮緬

男物着物買取強化中

歓迎…昭和初期以前の着物/帯/帯留/縮
　　　緬/綿紗/手織り木綿/裂き織り/
　　　布団の皮/筒描き/絣/現代物のサ
　　　イズの大きな着物（シミ汚れのない
　　　もの）特に男物着物・袴など
不可…ウール/化繊/昭和中期羽織/喪服

リサイクル着物 やまてん☎52-5963
小浜市駅前町 16-7（バロー様入り口前）

春からの進路に向け！ 普通車３月入校！

小浜自動車学校
地域に愛され、貢献できる
学校を目指しています

まだ間に合います！
地 元 学 生 応 援 キ ャ ン ペ ー ン
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