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11 月に漁業センサスを実施
企画調整課☎内線 346

タウンページセンタ☎ 0120（506）309

漁業センサスとは、５年ごとに
日本の水産業の実態を明らかにす
る「水産業の国勢調査」で、農林
水産省が福井県、小浜市を通じて
11 月１日に実施します。
統計調査員が漁業者や水産関係
者のところへ伺いますので、調査
票の記入をお願いします。

ＮＴＴでは、地球環境や地球資
源保護の立場から、古い電話帳の
回収を推進しています。資源のリ
サイクル運動にご協力をお願いし
ます。
回収期間 11 月６日㊍〜 26 日㊌
回収方法 配達員が新しい電話帳
をお届けに伺ったときに、不要
となった電話帳があれば渡して
ください。渡すことができな
かった場合は、タウンページセ
ンタへ連絡してください。あら
ためて回収に伺います

募

集

梅田雲浜まちなかウオーキング
世界遺産推進室☎内線 445

市では、幕末の郷土の偉人梅田
雲浜ゆかりの地を巡る「梅田雲浜
まちなかウオーキング」を開催し
ます。
とき 11 月 22 日㊏ ９時〜 12 時
対象 市内の小学生
定員 30 人
内容 雲浜地区老人クラブ連合会
のと人といっしょに歩いて、各
ポイントでクイズなどを楽しみ
ます。コースは約６㌔
申し込み 世界遺産推進室

市営駐車場パスカード発行
総合防災課☎内線 475

12 月、１月分のパスカードを
発行します。
とき 11 月 25 日㊋ ８時 30 分〜
ところ １階臨時窓口（９時 30
分以降は総合防災課）
【大手第二駐車場】
枚数 35 枚（先着順）
【広峰駐車場】
枚数 160 枚（先着順）
【駅前駐車場】
枚数 40 枚（先着順）
料金 それぞれ 10,500 円
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地上アナログ放送終了まで
あと 1,000 日（10/27）
総務省情報通信政策局地上放送課

11 月 11 日から 17 日までは「税
を考える週間」です。今年のテー
マは「ＩＴ化・国際化と税」です。
税の仕組みや目的を理解し、より
深く税について考えてみませんか。
小浜地区税務協議会では、これ
にあわせて税金展を開催します。
中学生の作文入賞作品展示のほ
か、税に関するパネル展示などを
行います。
とき 11 月 11 日㊋〜 17 日㊊
ところ 市役所１階ロビー

平成 23（2011）年７月 24 日ま
でに、今までのテレビ放送（地上
アナログ放送）が終了します。そ
れ以降は、そのままではアナログ
テレビでテレビ放送（デジタル）
を見ることができません。また、
ＢＳアナログ放送も地上アナログ
放送といっしょに終了します。
地上デジタル放送は次のいずれ
かの方法で視聴できます。
①地上デジタル放送対応のテレビ
に買い替える
②地上デジタルチューナーを買い
足す
※チャンネルＯの加入者は契約内
容によって準備方法が変わりま
す。詳しくは、（株）ケーブル
テレビ若狭小浜☎ 52・7200 へ
問い合わせ 【地上デジタル放送】
総務省地デジコールセンター
☎ 0570（07）0101
【ＢＳデジタル放送】
ＢＳデジタル放送お問い合わせ
センター☎ 0570（01）2011

五菱会によるヤミ金融事件

「住生活総合調査」に協力を

「税を知る週間」税金展
小浜地区税務協議会☎ 52・6506

結核（BCG）の予防接種
健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 20 年６、７月生まれ
（通知します）と同 20 年６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 11 月７日㊎
ところ 健康管理センター
受け付け 12 時 50 分〜 13 時 15 分

不妊専門無料相談窓口
福井県看護協会☎ 0776（54）0080

【電話相談】
とき •毎週月・水曜日
13 時 30 分〜 16 時 30 分
•毎週金曜日 10 時〜 15 時
•第２土曜日 10 時〜 15 時
内容 不妊に関する医学的、心理
的相談。治療費助成医療機関の
情報提供。面接相談の予約など
【面接相談】 ※要予約
とき、ところ
•毎週火曜日 14 時〜 16 時
福井大学医学部附属病院婦人
科外来
•毎週火曜日 12 時〜 13 時
国立病院機構福井病院婦人科
外来
•毎週水曜日 13 時 30 分〜 16 時
30 分 福井県看護協会会館

巡回養育費相談

総合防災課☎内線 474

都市整備課☎内線 247

社会福祉課☎内線 186

暴力団「五菱会」によるヤミ金
融事件の被害者を対象に「被害回
復給付金の支給申請」の手続きが
始まっています。申請方法など詳
しくは下記へご相談ください。
申請期限 平成 21 年１月 26 日㊊
問い合わせ 五菱会事件被害回復
センター ☎ 03（3595）1201
または総合防災課

国土交通省では、12 月１日に
全国で「平成 20 年住生活総合調
査」を行います。この調査は、住
生活基本法に基づく住生活の安
定、向上に係る総合的な政策を推
進するために必要な基礎資料とし
て、５年ごとに実施しています。
11 月 24 日から 12 月７日まで
の間に、統計調査員証を持った調
査員が、対象となった世帯を訪問
します。ご協力をお願いします。

子どもを育てるために必要な費
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。電話での相談も受け付けて
います。
とき 11 月 18 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

ごりょうかい

健康・福祉
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 11 月 11 日㊋＝サ
ン・サンホーム小浜、21 日㊎
＝若狭ふれあいセンター、12 月
９日㊋＝健康管理センター
検診内容 基本健診、がん検診
（胃・大腸・肺・子宮・前立腺・
乳）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、
骨検診
※ 11 月 21 日は乳がん検診があ
りません
申込期限 検診日の 10 日前
本年度の健診
最終日は、12 月
９日です。
未受診の人は、
ぜひ受診してく
ださい。

生活習慣病 日曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき 11 月 16 日㊐
ところ 健康管理センター
検診内容 基本健診、がん検診
（胃・大腸・肺・乳・子宮・前
立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
検査、骨検診
申込期限 11 月６日㊍

マタニティーひろば
健康管理センター☎ 52・2222

とき 11 月 12 日㊌
内容 音楽療法〜体と心をリラッ
クス〜
とき 11 月 26 日㊌
内容 助産師さんと話そう、妊婦
体操
ところ 健康管理センター
受付 13 時 15 分〜 13 時 30 分

く

ら しの
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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。

【人の動き】
（10 月１日現在）
32,282 人
（前月比
+1 人）
（前年同月比
-217 人）
男性
15,685 人
女性
16,597 人
●異動
転入
89 人
転出
82 人
出生
22 人
死亡
28 人
●世帯数
11,823 世帯
●人口
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「３６５ギャラリー開催中」市立図書館四階 ●

スポーツ
第 54 回嶺南駅伝競走大会
体育課☎ 53・0064

とき 11 月 30 日㊐ ９時〜
コース 小浜市役所横をスタート、
敦賀運動公園陸上競技場ゴール
（10 区間、48.8㌔）
その他 コース上（市役所→若狭
高前→北川堤防沿い道路→梅街
道）では、一部交通規制が行わ
れます。ご協力をお願いします。
また、沿道やスタート付近で
のご声援もお願いします

月

11

日〜

２

耐震性の劣る住宅の建て替え

再就職準備セミナー
21 世紀職業財団☎ 0776（21）0581

とき 11 月 20 日㊍
13 時〜 15 時 30 分
ところ 若狭図書学習センター
内容 講演会「最近の雇用失業情
勢の動向について」
「
『再就職』
知っておきたい基礎知識」
「より
良い対人関係を築くためのエゴ
グラム診断と自分の持ち味発見」
※セミナー終了後にグループ面談
を開催。先着６人（要予約）

若者の社会的自立支援相談

日「青黄社」（書道） ●

14

月

11

第 57 回小浜市駅伝競走大会

日〜

18

体育課☎ 53・0064

日「墨友会」（書道）

28

とき 11 月 23 日㊐ ９時 30 分〜
コース 国富公民館→宮川小学校
→国富公民館

第 34 回スポーツ少年団
バドミントン交歓大会
体育課☎ 53・0064

とき 11 月 16 日㊐ ９時〜
ところ 市民体育館

第 12 回新体操演技会
小浜新体操クラブ

とき 11 月 30 日㊐ 14 時〜
ところ 市民体育館
内容 個人演技、集団演技の発表
入場料 無料
問い合わせ 同クラブ代表の地村
さん ☎ 56・0806
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県建築住宅課☎ 0776（20）0506

県では、昭和 56 年５月 31 日以
前に着工された耐震性の劣る住宅
を建て替えて、一定の基準を満た
す一戸建て木造住宅（在来工法）
を新築される人に助成していま
す。また、別の敷地に新築する場
合も対象となります。
※工事着工前に申し込みが必要
助成金額 基礎要件 40 万円
基礎要件と上質要件 80 万円

ふくい若者サポートステーショ
ンでは、働くことに踏み出せない
若者や人の接し方で悩んでいる若
者の相談を受けて、社会的な自立
支援を行っています。
とき 毎週木曜日 ９時〜 18 時
（要予約）
対象 15 歳〜 35 歳までの若者と
その保護者
ところ 敦賀短期大学（敦賀市木
崎）

福井地方法務局小浜支局☎ 52・0238

とき 11 月 28 日㊎
13 時 30 分〜 15 時 30 分
ところ 若狭図書学習センター
内容 講座のテーマ「筆界（土地
の境界）特定制度について」
講座修了後、相談を受け付けます
定員 先着 40 人
参加費 無料
申し込み 福井地方法務局小浜支局

購入希望者（法人可）は下記のとおり入札してください。最低売却以
上で最高価格入札者が落札者となります。
入札参加資格 小浜市に住民登録のある個人、または事務所のある法人
（市税を滞納していないこと）
申込受付期間 10 月 27 日㊊〜 11 月７日㊎
参加申込書 財政課で配布
入札日 11 月 12 日㊌ ９時〜 市役所４階入札室
その他 申し込みに必要なものなど、詳しくは財政課へお問い合わせく
ださい
【売却車両明細】
年式 走行距離（10 月１日現在）
239,786㌔

ふるさと料理を楽しむ会
とき 11 月 29 日㊏ 11 時 30 分〜
ところ サンホテルやまね
定員 先着 70 人
参加費 2,000 円
申し込み 11 月 14 日㊎９時から、
健康管理センター窓口でチケッ
ト販売します。チケットは１人
２枚まで。同 10 時からは電話
でも予約を受け付けます

無料税務相談会
とき 11 月 13 日㊍ 10 時〜 16 時
ところ 小浜市役所１階ロビー
内容 税金について全般
問い合わせ 吉田善人税理士事務
所 ☎ 52・2555

財政課☎ 332

トヨタ センチュリー Ｈ９

第 49 回小浜市総合文化祭の開
幕式で、小浜市表彰式を開催しま
す。
とき 11 月３日㊗ ９時 50 分〜
ところ 文化会館
表彰者 市長表彰…11 個人
奨励賞…１団体
文化奨励賞…５個人、２団体

北陸税理士会小浜支部、小浜地区税務協議会

公用車（元市長車）を売却します

車名

総務課☎内線 353

健康管理センター☎ 52・2222

くらしの法務講座

サポステふくいサテライト敦賀
☎ 0770（24）2130（予約専用）

平成 20 年度「小浜市表彰式」

車検（満了日）

最低売却価格

平成 20 年 10 月８日 200,000 円

法人会講演会
社団法人小浜法人会事務局☎ 52・1040

社団法人小浜法人会では、11
月の「税を考える週間」に合わせ
て、ますい志保（銀座・ふたご屋
ママ）講師による講演会「銀座マ
マが明かすお金に好かれる人、嫌
われる人のちょっとした違い」を
開催します。参加は自由です。
とき 11 月 17 日㊊
13 時 30 分〜 15 時
ところ ホテルせくみ屋
入場料 無料

多重債務無料法律相談
嶺南消費生活センター☎ 52・7830

弁護士や司法書士が無料で相談
に応じます。
とき 11 月 27 日㊍ 10 時〜 17 時
ところ 嶺南消費生活センター
（つばき回廊業務棟３階）
※予約が必要です

ＪＲ小浜線利用啓発
キャンペーン
鉄道新線・公共交通課☎内線 277

小浜線利用促進協議会では、Ｊ
Ｒ小浜線を利用して「若狭路もて
なし「食」フェア in 美浜」へ行
くと、美浜町特産品の「サバのへ
しこ」「若狭ビール」「瓶詰め梅干
し」を抽選でプレゼントします。
外れた人には、もれなく「とらふ
ぐ携帯ストラップ」を進呈します。
とき 11 月８日㊏、９日㊐ 10 時
30 分〜 15 時 15 分にＪＲ美浜
駅改札口で小浜線利用者に抽選
引換券を配布
抽選 同会場で 10 時〜 15 時 30 分

里親になってください
敦賀児童相談所☎ 0770（22）0858

さまざまな事情により、家庭で
生活できない子どもたちの里親に
なっていただけませんか。温かい
愛情と家庭的な環境を提供し、養
育していただける熱意のある人で
あれば、どなたでも結構です。
申し込み 敦賀児童相談所

チャリティーバザー
小浜市連合婦人会

とき 11 月 16 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

小浜幼稚園の新入園児
小浜幼稚園☎ 52・3768

小浜幼稚園では、平成 21 年４
月からの新入園児を募集していま
す。
入園資格 小浜市に住所を有する
平成 15 年４月２日〜同 18 年４
月１日生まれの幼児
募集 ３歳児…25 人程度、４歳
児…７人程度、５歳児…９人程
度
申し込み 12 月 15 日㊊までに小
浜幼稚園

小浜幼稚園の半日開放デー
小浜幼稚園☎ 52・3768

とき 11 月５日㊌
９時 30 分〜 11 時
ところ 小浜幼稚園
対象 未入園児
参加費 50 円（保険料）
申し込み 小浜幼稚園

季節の調理体験

〜霜月編〜

食文化館☎ 53・1000

とき 11 月 13 日㊍、16 日㊐
10 時〜
ところ 食文化館
内容 押し麦とカボチャのコロッ
ケ、キノコのバターしょうゆ炒
め、牛乳みそ汁、でっちようかん
定員 各 30 人
参加費 600 円

納得の中華でおせち講座
働く婦人の家☎ 52・7002

今年のおせち料理には中華（４
品）を作ってみませんか。
とき 12 月７日㊐ 10 時〜 13 時
ところ 働く婦人の家
受講料 1,500 円（材料費込み）
定員 20 人
講師 吉見妙子さん
申込期限 11 月 30 日㊐
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