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【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。

【人の動き】

（11 月１日現在）
●人口　　　　　　  31,970 人 

　　　　（前月比　　 -36 人）
　　　（前年同月比　　-187 人）
　　　　　　男性　  15,584 人
　　　　　　女性　  16,386 人
●異動　　　転入　　     47 人
　　　　　　転出  　　   64 人
　　　　　　出生　　　  18 人
　　　　　　死亡　　　  37 人
●世帯数　　　　  12,012 世帯

�健康・福祉�
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�お知らせ�

結核（ＢＣＧ）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象　平成22年８月生まれ
　（通知します）
とき　12 月３日㊎
ところ　健康管理センター
受け付け　12 時 50 分〜 13 時
　15分

とき　12 月 10日㊎
ところ　健康管理センター
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺、胃、大腸、子宮、乳、
　前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイル
　ス検査、骨検診
※定員になり次第締め切ります

今年最後の生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

ふるさと就職フェア in 若狭
小浜公共職業安定所☎ 52・1260

とき　平成 23年１月８日㊏
　13時 30分〜 15時 30分
ところ　ＪＡ若狭会館（遠敷）
内容　企業説明コーナー、適職診
　断コーナー、ハローワークとの
　相談コーナーなど
参加企業　35 社（予定）
対象　①平成 24 年３月に大学・
　短大・高専・専修学校を卒業す
　る予定の人　②平成 23年３月
　の新規学校卒業予定者のうち就
　職未内定者　③ハローワークお
　ばまに登録している若年求職者
　④若狭地域への若年転職希望者
参加費　無料

　「ママ・ファースト運動」は、
子育てにやさしい社会を実現する
ための運動です。妊婦や小さな子
どもを連れた人を見かけたら、席
を譲るなどのご協力をお願いしま
す。また、すまいる Fカードの申
し込みも随時受け付けています。
※すまいる Fカードは、18 歳未
　満の子どもが３人以上いる家庭
　が対象で、県内の協賛企業で割
　引や特典を受けることができま
　す

おばま検定の問題集を掲載
観光交流課☎内線 268

　郷土小浜を再認識できることか
ら、毎年多くの人が挑戦した「御
食国若狭おばま検定試験」。平成
19 年度から同 21 年度までの検定
試験の問題と解答をまとめたもの
を若狭おばま観光協会ホームペー
ジ（http://www.wakasa-obama.jp）
に掲載します。また、希望者には
ホームページに掲載する問題、解
答と同じものを無料で配布します
ので、観光交流課までお越しくだ
さい。
ホームページ掲載、配布開始日　
　平成 23年３月１日㊊〜
※本年度から検定試験は実施しま
　せん

エイズ・肝炎の出張夜間検査
若狭健康福祉センター☎ 52・1300

　毎年 12 月１日の「世界エイズ
デー」に合わせてエイズ・肝炎の
出張夜間検査が行われます。
とき、ところ　12 月６日㊊
　９時〜 10時、18時〜 20時＝
　若狭健康福祉センター、
　12 時〜 13 時＝高浜町保健福
　祉センター（高浜町和田）、
　17時〜 18時＝パレア若狭（若
　狭町市場）
検査料　無料（予約不要）
※匿名で検査できます

　ありがとうメッセージ入選者の
表彰と講演会を開催します。
とき　12月11日㊏ 12時30分〜
ところ　働く婦人の家
講師　澤口輝禅さん（常高寺住職）
演題　「気づかいの人　常高院」

小浜男女共同参画のつどい
総務課☎内線 353

工業統計調査
情報課☎内線 374

　平成 22 年工業統計調査を 12 月
31 日現在で行います。対象企業
に調査員が 12 月から１月にかけ
て伺います。法律により、調査内
容などの秘密は厳守されますで、
ご協力をお願いします。

犬猫の里親になりませんか
若狭健康福祉センター☎ 52・1300

　保健所で収容された犬、猫の譲
渡会が開催されます。新たに犬、
猫を飼いたい人は、ご検討くださ
い。
とき　12 月 21日㊋ 14 時〜
ところ　若狭健康福祉センター
参加費　無料
※譲渡できる犬猫がいない場合、
　譲渡会は開催されませんので、
　事前にお問い合わせください

多重債務者無料相談会
生活安全課☎内線 474

　多重債務の心配ごとを弁護士や
司法書士が無料で相談に応じます。
とき　12 月５日㊐９時〜 17時、
　10日㊎ 17 時〜 20時
ところ　市役所
※予約制のため、事前に申し込み
　をしてください

ママ・ファースト運動
社会福祉課☎内線 188

とき　平成 23年１月 29日㊏
ところ　福井県職員会館（福井市
　松本３丁目）
申込期間　12月１日㊌〜24日㊎
※同 23年１月 22、23 日にサン
　ドーム福井（越前市瓜生町）で
　準備講習会（補助有）があります。
　詳しくはお問い合わせください

狩猟免許試験
農林水産課☎内線 286

　認知症で心配、悩みを抱える人
や認知症について学びたい人など
を対象としたつどいが開催されま
す。集まった人で日々の生活につ
いて話し合いましょう。
とき　12 月４日㊏
　13 時 30分〜 16時
ところ　ボランティア・市民活動
　交流センター
参加費　無料
問い合わせ　同会世話人の前川さ
　ん　☎ 53・3359

認知症を知ろう、語り合おう
( 社 ) 認知症の人と家族の会福井県支部

第９回「杉田玄白賞」受賞者決定 !

山本　隆さん

　郷土の偉人杉田玄白先生の功績をた

たえ、「食と医療」「食と健康増進」「食

育と地域活動」の３テーマから、進歩

的な研究や取り組みを行っている人を

表彰する「杉田玄白賞」。11 月１日に審

査委員会を開催し、８件の応募の中か

ら山
やまもとたかし

本隆さん（畿
き お う

央大学教授・福井県

出身）の「味覚と食行動の神経科学的

研究による食嗜
しこ う

好性、食育への啓発活

動」に決定しました。

【表彰式・講演会】
とき　平成 23年１月 22日㊏ 13 時〜
ところ　杉田玄白記念公立小浜病院
問い合わせ　文化遺産活用課☎内線445

　山本隆さんは、食べ物のおい

しさ、まずさと脳との仕組みを

中心に研究を進められています。

味覚の仕組みを解剖学や生理学

の観点からの研究や「食べ物の

好き、嫌いはなぜできる？」と

いった日常的な話題にも取り組

み、現在の研究に至りました。

食べること、味わうことの研究

成果を基に、おいしく食べることの大切さ、食育の

重要性を科学的に考察し、情報発信を行っています。

〜研究・取り組み概要〜

　市では、成人式の参加者を募集
しています。11 月１日時点で小
浜市に住民登録をしている人は申
し込みの必要がありませんが、市
外に住民登録している人は電話で
申し込みをしてください。
とき　平成 23年１月９日㊐
　13 時から受け付け
ところ　文化会館
対象　平成２年４月２日〜
　平成３年４月１日生まれの人
申込期限　12月 14日㊋

成人式はふるさとで
文化会館☎内線 612
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　講正学舎（※）では、平成 23
年４月からの入寮生を募集してい
ます。東京の大学に進学される皆
さん、ぜひご検討ください。
募集　５人
（※）講正学舎…社会に有為な人
　材を育成するため、明治 33年
　11 月に旧小浜藩主酒井忠道公
　が設立。主に嶺南地域出身者が
　東京で学ぶためのワンルームマ
　ンション形式の男子学生寮です

講正学舎への入寮生
（財）雲浜奨学会講正学舎☎ 03・3327・7800

とき　平成23年１月８日㊏〜２月
　26日㊏の毎週土曜日（全８回）
　９時 30分〜 11時
ところ　市民体育館
対象　小学１〜４年生
定員　20人（親子も可）
参加費　700 円（親子での参加
　は 1,500 円）
申込期間　12月９日㊍〜平成23
　年１月５日㊌

小学生ショートテニス教室
体育課☎ 53・0064

とき　平成 23年２月５日㊏、
　６日㊐
ところ　六呂師高原スキー場
　（大野市南六呂師）
対象　小学３年生以上の児童生徒
　とその保護者
参加費　3,000 円（リフト代別）
申込期間　12月 11日㊏〜
　平成23年１月９日㊐

ファミリースキー教室
奥越高原青少年自然の家☎ 0779・67・1321

�スポーツ�

とき　12 月４日㊏、５日㊐
　９時〜（開会式は、４日の８時
　30分から行います）
ところ　市民体育館
※駐車場は、健康管理センター横
　をご利用ください

ミニバスケットボール大会
体育課☎ 53・0064

市営住宅空き家待ち入居者
の申し込み

都市整備課☎内線 244

　平成 23 年度分（有効期限＝平
成 23 年４月〜同 24 年３月）の市
営住宅空き家待ち入居申し込みの
受け付けを開始します。入居希望
者は、必要書類をそろえて入居申
し込み資格の審査を済ませてくだ
さい。
　現在申し込みをしてある人も、
同 23 年３月で有効期限が切れま
すので、あらためて申し込みが必
要です。
住宅　中層耐火建て住宅、簡易耐
　火２階建て住宅、木造住宅の一部
申込書配布　12 月１日㊌から
受け付け（審査）　12月１日㊌〜
　平成 23年１月６日㊍
抽選日　平成 23年１月７日㊎　
抽選場所　市役所４階大会議室
その他　抽選日以降も受け付けし
　ますが、抽選順位最下位からと
　なります

子育て合同クリスマス会
子育て支援センター☎ 56・3386

　子育て支援センター、わくわく
くらぶ、はーとぽっぽの３団体合
同でクリスマス会を開催します。
とき　12 月 24日㊎
　9時 30分〜 11時 30分
ところ　総合福祉センター（遠敷）
定員　100 組
参加費　子ども 1人 300 円
申し込み　各団体で申し込み
申込期間　12月１日㊌〜13日㊊

対象　保育士資格を有する人
　（平成 22 年度中に取得見込み
　の人を含む）
期間　平成 23年４月１日〜
　同 24年３月 31日
勤務時間　８時30分〜
　17時15分（時差出勤あり）
募集　若干名
報酬　月額 153,000 円（予定）
試験日　同 23年１月８日㊏
申込期間　12月１日㊌〜 24日㊎
申込方法　履歴書を社会福祉課へ
　提出

公立保育園の嘱託保育士
社会福祉課☎内線 187

とき　12 月 ２日㊍、６日㊊、
　いずれも 10時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　簡単ビーフシチュー、谷田
　部ねぎのパン、大根と水菜のサ
　ラダ、オムレツケーキ
定員　各 30人
参加費　各 700円

季節の調理体験  〜師走編〜
食文化館☎ 53・1000

　今年は自分で年越しそばを作っ
てみませんか。
とき　12 月 25日㊏ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
講師　高鳥重郷さん（食の達人）
定員　先着 10人
参加費　800 円
※小学生以下は保護者同伴

年越しそばを作ろう
食文化館☎ 53・1000

とき　12 月 13日㊊ 10 時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　華やか茶きんずし、ロース
　トビーフ、大根のへしこロール、
　ピーナッツ田作り　ほか
定員　先着 30人
参加費　1,000 円

お手軽おせちを作ろう
食文化館☎ 53・1000

　あなたの手料理で大切な人とク
リスマスを過ごしませんか。
とき　12月４日㊏ 15時 30分〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
内容　クリスマスピラフ、ブッシュ
　ドノエル、ローストチキン、キ
　ラキラサラダ、コンソメスープ
定員　先着 20人
参加費　1,200 円

メンズキッチン
食文化館☎ 53・1000

　かけはしサポーターといっしょ
に、小浜のわらを使ってしめ縄を
作ってみませんか。
とき　12 月６日㊊９時〜
ところ　御食国若狭おばま食文化館
定員　10 人程度
参加費　無料

しめ縄を作ってみよう
食文化館☎ 53・1000

　パブリックコメント制度は、計
画などの策定や条例を制定・改廃
する場合、素案を公表して市民の
皆さんから意見を募集するもので
す。次の計画について意見をお聞
かせください。
件名　第２次小浜市男女共同参画
　基本計画（案）　
募集期間　12月１日㊌〜21日㊋
意見提出方法　郵送、電子メール、
　FAX、直接書面提出など
提出先、問い合わせ　総務課
素案公表場所　企画課、総務課、
　各公民館、市民サービスコー
　ナー、市公式ホームページ

パブリックコメント
企画課☎内線 345

児童クラブの冬休み会員
社会福祉課☎内線 189

期間　12 月 24 日㊎、27 日㊊、
　平成 23年１月４日㊋〜７日㊎
時間　８時〜 18時
ところ　小浜・雲浜・西津・内外
　海・宮川・遠敷・今富・口名田
　の各児童クラブ
対象　原則、小学１〜３年生
定員　各クラブ５〜 10人
料金　3,000 円
申込期限　12 月 10日㊎

　今年は低カロリーでおいしいお
せちを作ってみませんか。
とき　12 月 18日㊏ 10 時〜
ところ　働く婦人の家
定員　先着 25人
参加費　1,000 円
※子どもを預かります

ヘルシーおせち講座
働く婦人の家☎ 52・7002

狩猟期間中の注意
農林水産課☎内線 286

　11 月 15 日から平成 23 年３月
15 日までは狩猟期間です。県内
でも過去に人身事故が発生してい
ます。野山に出かけるときは次の
ことに注意してください。
�目立つ色の服装を心がけ、茂み
　を歩かない
�動物に間違えられないよう、鈴
　などを鳴らしながら歩く
�わなには名札が付いているので、
　名札の周りには近づかない
�子どもやペットを野山に近づか
　せない
※本年度から狩猟期間を通年の２
　月 15日から１カ月延長してい
　ます。その期間は、イノシシ、
　ニホンジカをわな猟で捕獲する
　ことを認めています

若狭小浜「日本の第九」
文化会館☎内線 612

　今年で 18 回目になる若狭小浜
の「日本の第九」の演奏会を開催
します。
とき　12 月 12日㊐ 15 時〜
ところ　文化会館
入場料　一般前売り＝2,000円（当
　日は2,500円）、学生＝1,000円

　山川家に伝わる漆器、陶磁器な
どを登美子が生きた明治時代を中
心に当時の食文化と合わせて展示
紹介します。
とき　12 月 15日㊌〜
　平成 23年１月 17日㊊
ところ　山川登美子記念館
テーマ　山川家の調度品展
　ーうつわと「食文化」ー

山川登美子記念館企画展
文化遺産活用課☎内線 442

とき　12 月５日㊐９時 30分〜
ところ　働く婦人の家
出品物　日用品、野菜、米
問い合わせ　同会会長の宮脇さん
　☎ 090・1639・9989

チャリティーバザー
小浜市連合婦人会

�催し物�

平成 23 年度小浜市奨学生
教育総務課☎内線 424

対象　高校・高専・専修学校 ･短
　大 ･大学へ進学を希望する市内
　在住の人で、貸付要件を満たす人
奨学資金　高校・高専＝１万円▶
　専修学校＝２万円▶短大・大学
　＝３万円
返済期間　修業から６年以内（無
　利子、無担保）
申込用紙　各中学校・高校にあり
　ます
申込期限　平成23年２月14日㊊


