
■今月の休館日
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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。

相談名 開催日 時間 ところ 問い合わせ

弁護士無料相談※ 3 日㊋ 13 時 30 分〜15 時 働く婦人の家 福井弁護士会
☎ 0776・23・5255

結婚相談 5 日㊍、19 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分
文化会館 子ども未来課☎ 64・6013

結婚相談（本人のみ） 28 日㊏ 13 時 30 分〜15 時 30 分

法律相談（消費生活トラブル）※ 5 日㊍、26 日㊍ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

出張年金相談※ 12日㊍、26日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

行政相談 17 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

高齢者専門相談（法律）※ 19 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

■子育て情報

心配ごと相談
とき：11 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
こころの相談※

とき：毎週㊌ 10 時〜11 時
ところ：小浜市社会福祉協議会
　　　 問同☎ 56・5800
とき：毎週㊎ 12 時〜17 時
ところ：つみきハウス　　
　　　 問同☎ 53・1190
心の悩みを相談してください

精神保健相談※
とき：3 日㊋、17 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

カフェ・ぽ〜れ
とき：12 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
認知症予防の活動や相談が
できます ※参加費 100 円

スクスク元気っ子教室
とき：17 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：16 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：16 日㊊
　　　10 時〜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。10 時〜 11 時

「断乳の話」あり

■法律や行政・その他の相談

■今月の窓口■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

市立図書館
3 日㊋・9 日㊊㊗・10 日㊋・
15 日㊐・17 日㊋・24 日㊋・
25 日㊌・31 日㊋

若狭図書学習センター
2 日㊊・10 日㊋・16 日㊊・
23 日㊊・26 日㊍（2F のみ）
30 日㊊

市民サービスコーナー
9 日㊊㊗・15 日㊐

温水プール
2 日㊊・10 日㊋・16 日㊊・
23 日㊊・30 日㊊

人権相談
とき：17 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：6 日㊎、20 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

運動会※
とき：4 日㊌　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：サン・サンホーム小浜
　　　問子育て支援センター
　　　　☎ 56・3386
体操やバルーン、よーい
どんをしましょう

誕生会※
とき：25 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

総合避難訓練※
とき：18 日㊌　
　　　10 時〜11 時
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386
消防車や救急車がくるよ

エイズ・肝炎相談、検査
とき：2 日㊊、16 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

1 日㊐　：★本馬医院（水取一丁目）
　　☎ 52・2233

8 日㊐　：いちせクリニック（南川町）
　　☎ 53・2415

9 日㊊㊗：★小津外科医院（日吉）
　　☎ 52・0072

15日㊐　：★田中整形外科医院（千種一丁目）
　　☎ 52・6868

22日㊐　：★しんたにクリニック（駅前町）
　　☎ 64・5321

29日㊐　：★山手医院（山手一丁目）
　　☎ 53・5511

■各種相談・休館日など

地域に愛され、貢献できる
学校を目指しています

小浜自動車学校

秋も全車種やります！

税の納付窓口
休日納付窓口　29 日㊐ 9 時〜17 時
夜間納付窓口　31 日㊋ 20 時まで

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。

人の動き（9 月 1 日現在） 
・人口 29,874 人
　（前月比 -2 人）
　（前年同月比 -288 人）
　男性 14,601 人
　女性 15,273 人
　世帯数 11,962 世帯
・異動   転入　61 人   転出　55 人
　　　  出生　21 人   死亡　29 人

地域貢献！
特別割引キャンペーン！

10/2 〜 12/4 迄

▼和久里仮社屋は閉鎖致します
小浜市広峰 55
☎ (0770)52-0748 ・FAX(0770)52-0853

10月よりリニューアルオープンに伴い
下記にて営業致します

㈲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） 

編 

集 

後 

記

●今月号の特集は図書館です▶
私も家族でよく訪れますが、そ
れぞれに特色があり、利用して
いてとても楽しいです▶米国の
牧師ジョセフ・マーフィーは「一
冊の本との出会いがあなたの生
き方を変えることだってある」
と読書をすすめます▶読書の
秋。本との出会いを探しに図書
館へ足を運んでみませんか（松）

●今月号に広報アンケートの
実施結果を一部抜粋して掲載
しております。ご協力いただ
きました皆さん、ありがとう
ございました▶結果に基づき、

「くらしの情報」の行間を従来
より広く空けるなど、一部紙面
のリニューアルを行いました
▶今後ともより読みやすい紙
面づくりに励んでいきます（竹）


