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水道週間にパッキンの無料
取り替え
上下水道課☎内線 233

６月１日から７日までの水道週
間にちなんで、市ではパッキンの
無料取り替えサービスを行いま
す。
蛇口を閉めても水がポタポタ漏
れる場合は、上下水道課までご連
絡ください。ただし、水と湯が同
時に出る混合栓など、取り替えで
きない場合があります。申し込み
のときに蛇口の種類をお伝えくだ
さい。
※数に限りがあります。昨年申し
込まれた人はご遠慮ください
申し込み ６月９日㊊までに上下
水道課へ
取り替え日 ６月下旬

外国電波によるテレビへの
混信障害
ＮＨＫ放送局

毎 年 ５ 月 か ら ８ 月 に か け て、
テレビのＮＨＫ総合２ch と教育
10ch にしま模様が現れたり、色
が消えたり、音声に外国語が混入
したりすることがあります。
これは、日本海上空に突発的に
発生する電離層（電波を跳ね返す
層）が原因で、普段は届かない外
国のテレビやＦＭ放送の電波が日
本まで届いてしまうためです。
自然現象で発生するこの混信障
害は、テレビの故障ではなく数十
分から数時間続いて自然に消滅し
ますのでご理解ください。
地上デジタル放送は、混信障害
の影響を受けません。
問い合わせ ＮＨＫお問い合わせ
窓口 ☎ 0570・00・3434
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インターネット公売を開始
税務課☎内線 138

市では、滞納処分により差し押
さえた動産などを、ヤフー株式会
社が運営する「Yahoo! オークショ
ン 官公庁オークション」で公売
します。
公売参加申込 ５月 30 日㊎〜６月
12 日㊍
入札日 ６月 18 日㊌〜 20 日㊎
※詳細は市公式ホームページをご
覧ください

狩猟免許試験
農林水産課☎内線 287

狩猟免許試験が下記のとおり実
施されます。受験希望者は、農林
水産課までご連絡ください。申請
書を送付します。
試験日 【第１回】７月 13 日㊐
【第２回】８月３日㊐
試験会場 【第１回】三方公民館
（若狭町）【第２回】県立大学
福井キャンパス（永平寺町）
申請期間 ６月２日㊊〜 25 日㊌
※狩猟免許試験の準備講習会が７
月５日㊏、６日㊐に実施されま
す。詳しくは、申請時に農林水
産課へお問い合わせください

地域の力でテロから守ろう
小浜警察署警備課☎ 52・0110

北海道洞爺湖サミットが、７月
７日から９日まで開催されます。
小浜警察署では、サミット開催
の機会をねらったテロを未然に防
止するため、さまざまな取り組み
を強化しています。しかし、警察
の力だけでは暗躍するテロリスト
を発見することは難しく、地域の
皆さんの理解と協力が欠かせませ
ん。不審な人や車、船などを見か
けたときは、警察に連絡してくだ
さい。

小浜西組伝建地区が国の重
伝建地区として選定答申
世界遺産推進室☎内線 445

４月 18 日に開催された国の文
化審議会において、小浜西組伝統
的建造物群保存地区が国の重要伝
統的建造物群保存地区（重伝建地
区）として選定答申されました。
今回の審議会で、３地区が重伝
建地区として追加され、全国で重
伝建地区は 83 地区となりました。
今後、建物の修理、修景を考え
ている人は、世界遺産推進室まで
ご連絡ください。

巡回養育費相談
社会福祉課☎内線 186

子どもの生活を守り育てるため
必要な費用である養育費は、子ど
もの権利です。養育費のことで悩
んでいる人は養育費相談員に相談
してください。電話の相談も受け
付けています。
とき ６月 24 日㊋ 13 時〜 15 時
ところ 若狭健康福祉センター
☎ 52・1300
※相談は無料で、秘密は固く守ら
れます

技能五輪をご存じですか
県産業労働部労働政策課☎ 0776・20・0388

青年技能者の技能レベル日本一
を競う「技能五輪全国大会」。青
年技能者の技術水準を高めるとと
もに、技能者の社会的評価の向上
を目的に、各地方予選大会で選ば
れた選手で競い合います。
県では、参加費や旅費などを補
助していますので、興味のある人
（企業）は気軽にお問い合わせく
ださい。
参加資格 満 23 歳以下
開催時期 毎年 11 月ごろ
職種 機械組み立て、自動車板金、
配管、美容、日本料理など 45 職種

第３期麻しん風しん混合
予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成７年４月２日〜同８年
４月１日生まれの人（通知しま
す）。予約が必要です
期間 平成 21 年３月 31 日まで
ところ、申し込み 指定医療機関へ

歯のゼミナール
健康管理センター☎ 52・2222

県歯科医師会若狭支部では、歯
のゼミナールを開催します。申し
込みは不要で、すべて無料です。
とき ６月７日㊏ 10 時〜 14 時
30 分
ところ 健康管理センター
内容 歯の検診、相談、フッ素塗
布、ブラッシング指導、歯磨き
コンテストなど

現況届（児童手当）を
提出してください
社会福祉課☎内線 188

児童手当を受給するには、現況
届の提出が義務づけられていま
す。これは、受給者の前年所得や
お子さんの養育状況などを確認し
再審査するためです。
６月中旬に現況届を送付します
ので、６月 30 日㊊までに社会福
祉課へ提出してください。

生

活

小浜市長選挙立候補予定者
説明会
選挙管理委員会☎内線 352

７月 20 日執行予定の小浜市長
選挙にかかる立候補予定者説明会
を開催します。
とき ６月 13 日㊎ 14 時〜
ところ 文化会館
持ち物 筆記用具

健康・福祉
結核（BCG）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 20 年２月生まれ（通
知します）と同 20 年１月以前
の生まれで６カ月未満の未接種
のお子さん（要申込）
とき ６月６日㊎
ところ 健康管理センター
受付 12 時 50 分〜 13 時 15 分

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

年に一度の健康チェックをお忘
れなく。
とき、ところ ６月 18 日㊌＝中
名田公民館（胃・大腸・子宮がん
検診以外）、20 日㊎＝若狭ふれあ
いセンター、24 日㊋＝小浜市漁
協田烏支所、25 日㊌＝中名田公
民館（胃・大腸・子宮がん検診）、
７月２日㊌＝松永公民館
検診内容 基本健診、がん検診
（胃・大腸・肺・子宮・前立腺）、
Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨
検診
申し込み 検診日の 10 日前まで
に健康管理センターへ
※ 40 歳〜 74 歳の方の基本健診
には、各医療保険者が発行する特
定健診受診券が必要となります

く

６

月

情 報
【市民憲章】
私たちの小浜市は、日本では
じめて象が来たまちです。水と
魚や野菜が一番うまいまちです。
京や奈良の都へ文化を伝えたま
ちです。時代の先覚者をたくさ
ん生み出したまちです。これを
誇りとし、ここに市民憲章を制
定します。
１．歴史と文化財を生かし、豊
かな心をはぐくみ、文化の創
造につとめます。
１．豊かな自然を守り、食文化
のまちづくりを進め、健康と
もてなしの心を大切にします。
１．学問を愛し、勤労を喜び、
国際社会にはばたける人間を
めざします。

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき ６月 11 日㊌
内容 簡単デザートと離乳食を作
ろう
とき ６月 25 日㊌
内容 歯の検診、出産・子育ての
準備物
ところ、申し込み 健康管理セン
ター
受付 13 時 15 分〜 13 時 30 分

ら しの

【人の動き】
（５月１日現在）
32,303 人
（前月比
-6 人）
（前年同月比
-218 人）
男性
15,676 人
女性
16,627 人
●異動
転入
169 人
転出
164 人
出生
20 人
死亡
31 人
●世帯数
11,796 世帯
●人口
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スポーツ
一般弓道教室
体育課☎ 53・0064

とき ６月 16 日㊊〜７月 17 日㊍
毎週月・木曜日 19 時〜 21 時
ところ 市弓道場
定員 先着 20 人
受講料 1,500 円
申込期限 ６月 12 日㊍

地区対抗ソフトボール大会
体育課☎ 53・0064

とき ６月６日㊎〜８日㊐
雨天中止
ところ 総合運動場

地区対抗バレーボール大会
体育課☎ 53・0064

とき ６月 29 日㊐ ９時〜
ところ 市民体育館

市長杯争奪ボウリング大会
小浜市ボウリング連盟

とき ６月 15 日㊐ 13 時〜
参加資格 嶺南地区在住の人
参加費 3,000 円（６ゲーム）
※貸し靴代は別途必要
定員 先着 42 人
申込期限 ６月 12 日㊍
ところ、申し込み バディボウル
わかさ ☎ 56・5656 へ

公共交通

だより

県立大学小浜キャンパスを
育てる会の会員

池辺晋一郎 with オーケス
トラ・アンサンブル金沢

企画調整課☎内線 343

文化会館☎内線 612

同会では会員を募集していま
す。
地域の皆さんに大学を身近に感
じていただくため、小浜キャンパ
スに関する情報の提供や、学生と
の交流会などを実施しています。
多くの方のご入会をお待ちしてい
ます。
年会費 団体会員 10,000 円
個人会員 3,000 円
申し込み 企画調整課

サマー求人企業説明会
とき ７月５日㊏ 10 時〜 12 時
ところ ＪＡわかさ会館
対象 来年３月に大学、短大、高
校、高専、専修学校卒業予定者
とその保護者
内容 企業と保護者、学生との面
談▶コンピューターによる適職
診断▶ハローワーク職業相談
参加企業 40 社（予定）
その他 企業情報誌「2009 企業
ガイドブック若狭（企業 55 社
を掲載予定）」配布します

第２、第４金曜日は「カー・セーブ」
今まで、県下では毎月１日と 16 日を「ノーマイカー
デー」として、環境保護などのために自家用車の使用
を控えて、公共交通機関の利用に協力していただいて
いました。６月 13 日からは「カー・セーブ」と改め、
毎月第２、第４金曜日に取り組むことになりました。
二酸化炭素の削減や環境に優しいまちづくりのた
め、「あいあいバス」「ＪＲ小浜線」など、公共交通機
関の利用をお願いします。
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子育てサロン
「ベビーキッチン」
子育て支援センター☎ 56・3386

小浜公共職業安定所☎ 52・1260

鉄道新線・公共交通課
☎内線 279

とき ７月２日㊌
開場 18 時 30 分 開演 19 時
ところ 文化会館
入場料 全席自由 一般 2,500 円
高校生以下 1,500 円
※宝くじ助成による特別料金です
プログラム イエスタディ、ミッ
シェル、イエロー・サブマリン、
レット・イット・ビーほか

とき ６月 12 日㊍ ９時 30 分〜
11 時 30 分
ところ 食文化館
対象 ２歳以上（未入園児）の親
子 25 組
持ち物 エプロン、三角巾、損害
保険料
申込期限 ６月６日㊎
申し込み 子育て支援センター

外国人のための無料相談会
国際交流嶺南センター☎ 0770・21・3455

とき ６月 22 日㊐ 13 時〜 16 時
ところ 働く婦人の家
参加費 無料（要予約）
通訳 英語、中国語、ポルトガル
語ほか

食文化館ガイド

食文化館
☎ 53・1000

「季節の調理体験 〜水無月編〜」
食文化館では、１人でも参加できる料理講習会
を開催しています。
◆とき
◆内容

◆定員

６月９日㊊、14 日㊏ 10 時〜
10 日㊋ 14 時〜
新ジャガのピリ辛煮、レタススープ、
ささみとキュウリの寒天寄せ、
コーヒーゼリー
各 30 人 ◆参加費 600 円

赤十字水上安全法救助員講習

成人式実行委員

社会福祉課☎内線 182

文化生涯学習課（中央公民館）☎ 53・1326

日本赤十字社福井県支部小浜市
地区では、「赤十字水上安全法救
助員養成講習会」の受講生を募集
します。
とき ６月 15 日㊐（救急法基礎）、
28 日㊏、29 日㊐ ９時〜 17 時
ところ 小浜水産高校
持ち物 昼食、水泳と運動のでき
る服装
受講料 2,100 円（教本、保険代）
申し込み ６月５日㊍までに社会
福祉課へ

市では、成人式の企画運営に参
加していただく実行委員を募集し
ています。20 歳の門出、成人式
を自分自身のアイデアで盛り上げ
てみませんか。
対象 平成 21 年成人式対象者お
よび平成 22 年成人式対象者（昭
和 63 年４月２日〜平成２年４
月２日生まれの人）
活動期間 ８月以降に５回程度
（主に平日の夜に会議を開催）
申し込み ８月１日㊎までに中央
公民館へ

県立大学小浜キャンパス 前期オープンカレッジ受講生
県立大学小浜キャンパス企画サービス室☎ 52・6300

ところ 県立大学小浜キャンパス交流センターほか
受講料 無料（一部実費をお願いする場合があります）
申し込み 開講日の前日までに同大学小浜キャンパス企画サービス室へ
テーマ

フランス女性の職場進出
会計学入門

ヨーロッパ文化史
English Communication

開催日

7 月 12 日㊏、19 日㊏

9 月 18 日㊍〜 20 日㊏

5 月 29 日㊍、6 月 12 日㊍、
26 日㊍、7 月 10 日㊍

5 月 23 日㊎、30 日㊎、

6 月 6 日㊎、13 日㊎、20 日㊎

時間

17 時〜 18 時 30 分

18 時 30 分〜 20 時 30 分ほか
17 時 40 分〜 19 時 10 分
19 時〜 21 時

集

働くわたしの法律豆知識講座
働く婦人の家☎ 52・7002

とき ６月 29 日㊐ 13 時〜 15 時
内容 家庭と仕事を両立させるた
めの法律など
講師 県労働政策課 中田圭子さん
定員 15 人
受講料 無料
申込期限 ６月 25 日㊌
※お子さんを預かります

浴衣のおしゃれ帯結び方講座
働く婦人の家☎ 52・7002

とき ７月６日㊐ 13 時 30 分〜
15 時 30 分
講師 着物着付け講師の野路美津
江さん
定員 15 人
受講料 無料
申込期限 ７月２日㊌
※お子さんを預かります

継体大王即位 1500 周年記念
桜 1500 本植樹寄付
継体大王即位 1500 周年記念事業実行委員会

平成 20 年度「成人大学受講生」
中央公民館☎ 53・1326

中央公民館では、年間 10 回程度、成人大学の講座を開設します。各
大学の教授などが講師として「自然・文化・歴史・健康」のテーマで講
演します。誰でも参加できますので、お気軽にお問い合わせください。
ところ 中央公民館（一部変更になる場合があります）
受講料 無料（11 月実施予定の研修旅行は実費）
申し込み ６月 14 日㊏までに中央公民館へ
テーマ（前期プログラム）

募

講 師

開催日

口福になるために若狭のさかなを味わい尽くす 福井県立大学 青海忠久教授 5 月 31 日㊏
生活習慣病、メタボリック症候群とその予防

一瀬 亨医師

６月 26 日㊍

北前船交易の実際 お茶と絹

敦賀短期大学 多仁照廣教授 7 月 19 日㊏

化石から見る１億年前の若狭

福井博物館 安曽潤子学芸員

宇宙から地球（若狭）をみる

福井工業大学 青山隆司教授 9 月 20 日㊏

先人の知恵 太平洋をはさんで

敦賀短期大学 網谷克彦教授 10 月 18 日㊏

8 月 8 日㊎

時間 いずれも 13 時 30 分〜 15 時（一部変更になる場合があります）

越の国「福井」から日本のトッ
プリーダーに上り詰めた継体大
王。同委員会では、その功績を今
後も語り伝え、大王をはぐくんだ
福井県に誇りを持つ活動として、
大王ゆかりの桜を 1,500 本植樹し
たいと考えています。趣旨に賛同
され、寄付していただける方を募
集しています。
募集期間 12 月 26 日㊎まで
植樹場所 県内の継体大王ゆかり
の地など（小浜市内では「市民
の森あおい」）
寄付金 １口 10,000 円
問い合わせ 県ふくいブランド推
進室 ☎ 0776・20・0227
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