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動物病院で鑑札、注射済み票
の交付が受けられます
環境衛生課☎内線 143

10 月１日から、指定の動物病
院で狂犬病予防接種した場合、そ
の場で鑑札、注射済み票の交付が
受けられます。
指定以外の動物病院で予防接種
した場合は、環境衛生課で鑑札、
注射済み票の交付を受けてくださ
い。
指定動物病院 おちたに獣医科病
院（多田）、はしづめ動物病院
（遠敷）、わかさ動物病院（府中）、
奥野動物病院（敦賀市）、田辺
獣医科病院（敦賀市）
料金 登録手数料＝ 3,000 円、
注射済み票交付手数料＝ 550 円

小浜ロッジ利用キャンペーン

小浜ロッジ☎ 52・1750

12 月 28 日で営業終了する小浜
ロッジは、長年利用していただい
た市民の皆さんに感謝の意を込め
て、宴会利用者に粗品のプレゼン
トなどキャンペーンを行います。
この機会にぜひご利用くださ
い。
とき 11 月１日㊐〜 12 月 27 日㊐
【キャンペーン内容】
●宴会利用者に粗品を進呈
●宴会料理には、配膳料または部
屋使用料がかかりますが、キャ
ンペーン期間中は無料

萬徳寺ライトアップ

小浜市の歴史と文化を守る市民の会

昼とは違うライトアップされた
夜の萬徳寺庭園を見にきませんか。
とき 10 月 15 日㊍〜 18 日㊐
18 時〜 21 時
拝観料 400 円
問い合わせ 文化遺産活用課

⓫
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国保の保険証を更新します

保険健康課☎内線 168

10 月１日から、国民健康保険
の被保険者証（保険証）を更新し
ます。新しい保険証は、９月中に
郵送します。
有効期間 10 月１日〜
平成 22 年９月 30 日
※期限が切れた保険証は破棄する
か、保険健康課へ返却してくださ
い

母子家庭高等技能訓練
促進費の拡充

社会福祉課☎内線 186

母子家庭の母が国家資格を取得
するため、２年以上養成機関など
で修業する場合、高等技能訓練促
進費が受給できます。
６月５日から支給額が引き上げ
られ、支給期間も拡充しましたの
で、対象者は手続きしてください。
支給額 市民税非課税世帯＝
141,000 円（月額）、市民税課
税世帯＝ 70,500 円（月額）
支給期間 修業期間の全期間（平
成 23 年度末までに修学を開始
している人のみ）

家電リサイクル指定引取場所

生
行政相談週間

活
情報課☎内線 372

10 月 19 日 ㊊ 〜 25 日 ㊐ は 行 政
相談週間です。毎日の暮らしの中
で、行政に対する意見や要望、苦
情はありませんか。相談は無料で
秘密は守られますので、気軽に相
談してください。
行政相談委員
畑中顕一、大野早苗（敬称略）
◆定例行政相談
とき 10 月 20 日㊋ 13 時〜 15 時
ところ 市民サービスコーナー
◆行政相談地区別懇談会
とき 10 月 23 日㊎
19 時 30 分〜 21 時
ところ 中名田公民館

消費生活トラブル無料相談

消費生活相談室☎ 53・1140

多重債務、悪徳商法、架空請求
など消費生活トラブルを弁護士が
無料で相談に応じます。
とき 10 月 29 日㊍
13 時 30 分〜 15 時
ところ 市役所
※予約制ですので、事前に電話で
申し込んでください

環境衛生課☎内線 143

家電リサイクルの対象品目を廃
棄するには、郵便局でリサイクル
券を購入して、家電リサイクル指
定取引場所に搬入する方法と、家
電販売店にて引き取る方法があり
ます。
市内では、日本通運（株）小浜
営業所が、１０月１日から家電リ
サイクル指定取引場所になります
のでご利用ください。
家電リサイクル対象品目
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷
凍庫、洗濯機、衣類乾燥機

雇用・年金なんでも無料相談

福井県社会保険労務士会☎ 0770・22・8386

とき 10 月 21 日㊌ 10 時〜 16 時
ところ 市役所１階市民ホール
相談内容 公的年金の仕組み、年
金特別便・定期便、継続雇用、
雇用調整、育児・介護休業など

無料法律相談

法テラス福井☎ 050・3383・5475

とき 10 月 18 日㊐ 10 時〜 16 時
ところ 総合福祉センター
定員 50 人（事前予約制）
申込期限 10 月 16 日㊎

健康・福祉

生活習慣病検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ 10 月 14 日㊌＝国
富公民館、10 月 16 日㊎＝山
王前ふれあい会館、西津漁協組
合、西津公民館、10 月 23 日㊎
＝遠敷公民館、10 月 29 日㊍
＝中央公民館
検診内容 特定（基本）健診、が
ん検診（肺・胃・大腸・子宮・
前立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイル
ス検査、骨検診
※山王前ふれあい会館、西津漁協
組合では子宮、胃がん検診はあり
ません
申込期限 検診日の 10 日前

ポリオ予防接種

健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 20 年７月１日〜平成
21 年６月 30 日生まれ（通知
します）と、７歳６カ月までの
２回接種未完了のお子さん（要
申込）
とき 10 月２日㊎、５日㊊、７日㊌
ところ 健康管理センター
受け付け 12 時 45 分〜 14 時 10 分
（７日は12時45分〜13時20分）

高齢者インフルエンザ
予防接種

く

ら しの

10

月

情 報

健康管理センター☎ 52・2222

生活習慣病 日曜検診

健康管理センター☎ 52・2222

とき 10 月 25 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・乳・前
立腺）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス
検査、骨検診
申込期限 10 月 15 日㊍

対象 65 歳以上（昭和 19 年 12
月 29 日以前に生まれた人）と、
60 歳以上で心臓・腎臓・呼吸器・
ヒト免疫不全ウイルス感染など
機能障害のある人（身体障害者
手帳１級程度。要申込）
とき 10 月 15 日㊍〜 12 月 29 日㊋
ところ 指定医療機関
料金 1,800 円（生活保護受給者
は無料）

新型インフルエンザの予防対策をお忘れなく
■問い合わせ

健康管理センター☎ 52・2222

新型インフルエンザが流行しています。基礎疾患（慢性呼吸器疾
患、慢性心疾患、糖尿病、腎機能疾患など）のある人や妊婦、乳幼
児、高齢者がインフルエンザにかかると重症化する場合があります。
予防方法を習慣づけて感染を防ぎましょう。

【予防方法】

●手洗い、うがいを習慣にする
●人込みを避ける
●十分な睡眠、バランスのとれた
●適度な湿度を保つ
●マスクを着用する

【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】
（９月１日現在）
32,140 人
（前月比
-24 人）
（前年同月比
-141 人）
男性
15,600 人
女性
16,540 人
●異動
転入
55 人
転出
79 人
出生
22 人
死亡
22 人
●世帯数
11,916 世帯
●人口

食事をとる

【インフルエンザにかかったかなと思ったら】

突然の高熱が出た場合は、インフルエンザの可能性がある
ので、事前に医療機関に電話で受診方法を確認してください。
受診する場合はマスクを着用してください。
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小浜幼稚園の新入園児

就職応援セミナー

小浜幼稚園では、平成 22 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 16 年４月２日〜同 19 年
４月１日までに生まれた幼児
募集 ３歳児…25 人程度、４歳
児…５人程度、５歳児…５人程度
申込期間 10 月 15 日㊍〜 11 月
16 日㊊
※募集要項、願書は小浜幼稚園に
あります（市の公式ホームページ
にも掲載しています）

就職を目指している人のレベルアップをお手伝いします。
ところ 働く婦人の家
参加料 無料
対象 就職活動中の 16 歳〜 39 歳くらいまでの人（予約してください）

小浜幼稚園☎ 52・3768

公立小浜病院組合職員
第２次募集

杉田玄白記念公立小浜病院☎ 52・0990

10 月 28 日㊌ 10 時〜 12 時 30 分

応募書類の書き方

10 人

10 月 28 日㊌ 13 時 30 分〜 16 時

面接対策と面接マナー

10 人
10 人

南川大橋
• 東部中継ポンプ場
• 今富駐在署

★

南川
• 小浜自動車学校

遠敷方面→

10
10

時

※宅地としての転用許可を受けることを前提に見積価額を
算定しています
※入札に参加するには、農業委員会などが発行する買受適
格証明書の提出が必要です

25

税務課☎内線１３８

合計
ー
600.00㎡

時〜

20 番 1
畑
329.00㎡

日㊌

19 番
田
271.00㎡

11

月

地 番
地 目
地 積

分

和久里 27 号竹鼻 19 番・20 番 1

30

入札室

所在地番

国道 27 号

市役所四階

とき 11 月３日㊗８時 30 分〜
ところ 寒風〜赤坂山（滋賀県）
集合場所 マキノ高原駐車場
対象 小学生以上、先着 40 名
参加費 500 円
申込期限 10 月 28 日㊌
申し込み ボランティア・市民活
動交流センター☎ 52・7837

湯岡橋

■問い合わせ

小浜山の会

とき 10 月４日㊐
９時 45 分〜 15 時
ところ 福井県園芸試験場（美浜町
久々子）
内容 園芸クイズ、園芸教室、サ
ツマイモ掘り、梅干し飛ばし大
会、青空特産市など

【入札】

秋の山に登りませんか

福井県園芸試験場☎ 0770・32・0009

差し押さえ物件を
「公売」します

↑国富方面
多田川

六一九万円

とき 10 月 31 日㊏
ところ 奥越高原青少年自然の家
周辺の野山（大野市）
対象 小学１年生〜中学３年生と
その保護者 40 組
参加費 300 円
募集期間 10 月 3 日㊏〜 16 日㊎

調理して食べるだけでなく、身
近な食の知識を学びます（３回シ
リーズ第１回）。女性や男女のペ
アでも参加できます。
とき 10 月 17 日㊏ 10 時〜 13 時
ところ 働く婦人の家
定員 15 名
受講料 200 円（材料代）
申込期限 10 月 14 日㊌

し尿を処理したあとに出来る
「乾燥肥料（果樹や野菜の栽培に
最適）」を無料で配布します。１
人 10 袋までで、無くなりしだい
終了します。
※開封後はできるだけ早く散布
し、必ず覆土してください
とき 10 月４日㊐ ８時 30 分〜
ところ 衛生管理所（荒木）

市では、次の土地を公売し

県立奥越高原青少年自然の家☎ 0779・67・1321

働く婦人の家☎ 52・7002

郷土の偉人と文化に触れ合うバ
スツアーに参加しませんか。
とき 10 月 17 日㊏９時〜 13 時
行き先 伴信友顕彰碑（伏原区）、
萬徳寺（金屋区）、 小沢寺（大
谷区）など
参加料 1,000 円
定員 先着 40 人
申し込み 文化遺産活用課

園芸フェスタ 2009

衛生管理所☎ 52・1522

小浜市の歴史と文化を守る市民の会

とき

親子紅葉ハイキング

男性料理講座

乾燥肥料の無料配布

歴史と文化のバスツアー

ます。購入を希望される人
（法

とき 10 月 22 日㊍、23 日㊎
10 時〜
ところ 食文化館
内容 サバのみそホイル焼き、
夏秋ナスの田舎煮、きのこスー
プ、大学イモ
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

集

人可）は、公売保証金を持参

公立保育園と聖ルカ乳児保育
園、チューリップ保育園、新設保
育園（今富地区に建設中）では、
平成 22 年４月からの入園申し込
みを受け付けます。育児休業明け
など、４月以降に途中入園される
場合も予約申し込みをしてください。
受付期間 10 月１日㊍〜 23 日㊎
入園資格 公立保育園＝１歳〜５
歳までの幼児（雲浜、口名田保
育園は０歳から）▶聖ルカ乳児
保育園＝２歳以下の乳幼児 ▶
チューリップ保育園、 新設保
育園＝５歳以下の乳幼児
延長保育 小浜第一保育園、新設
保育園は 19 時、 チューリッ
プ保育園は 19 時 30 分まで
申し込み 各保育園、社会福祉課へ
※今富第一、今富第二保育園は平
成 22 年３月 31 日で閉園します

募

〜神無月編〜

食文化館☎ 53・1000

ところ

季節の調理体験

社会福祉課☎内線 187

して入札をしてください。な

保育園の新入園児

とき 10 月３日㊏、４日㊐ 10 時〜
ところ 県立大学小浜キャンパス
内容 上方落語、YOSAKOI、吹
奏楽部演奏、○×ゲーム大会、
文化系クラブの作品展示、模擬
店、「海秋鍋」のふるまいなど
※海洋生物資源学部開設記念とし
て、わかさ WAKKA フォーラム
を同時開催します

見積価額

平成 21.10

10 人

職場のコミュニケーション

秋の小浜を代表する食のイベン
トにお越しください。
とき 10 月 10 日㊏ 10 時〜 16 時、
10 月 11 日㊐ 10 時〜 15 時
ところ 食文化館、特設会場（川
崎区）
内容 地元や姉妹都市などのご当
地グルメや特産品が並ぶ大屋台
村と物産展、地魚の七輪焼き、
体験コーナー、ステージイベン
トなど

お、見積価額以上の最高価格

広報おばま

自分に合った仕事の探し方

10 月 27 日㊋ 13 時 30 分〜 16 時

観光交流課☎内線 267

企画課☎内線 344

六五万円

⓭

10 月 27 日㊋ 10 時〜 12 時 30 分

OBAMA 食のまつり

公売保証金

家族、地域、学校、友だち、職
場での男女共同参画をテーマとし
た「ありがとうのメッセージ」を
募集しています。口には出せない
けれども、心の中で思っている「あ
りがとう」の気持ちを 50 字以内
のメッセージとして応募してくだ
さい。
応募資格 市内在住の小学生以上
応募期限 10 月 31 日㊏
応募先 〒 917-0078 小浜市大
手町 4-1 働く婦人の家内
小浜男女共同参画ネットワーク
事務局

定 員

振込詐欺にあわないように、落
語を使って防止策を学びます。
とき 10 月４日㊐
13 時 30 分〜 15 時
ところ 働く婦人の家
落語家 はやおき亭貞九郎さん
演目 古典落語「道具屋」
創作落語「これって詐欺？」

県立大学小浜キャンパス
「白樫祭」

入 札 者 が 買 受 人 と な り ま す。

小浜男女共同参画ネットワーク☎ 52・7003

内 容

消費生活相談室☎ 53・1140

詳細は市公式ホームページを

ありがとうメッセージ

と き

詐欺防止のための落語

ご覧ください。

職種、採用予定人員
臨床工学技士＝２人、臨床検査
技師＝１人
採用日 平成 22 年４月１日
試験日 11 月上旬
受付期限 10 月 23 日㊎
合格発表 11 月下旬予定
※受験資格など詳しくは杉田玄白
記念公立小浜病院総務課へ

ミニジュブカフェ小浜☎ 52・3542

広報おばま

平成 21.10

⓬

くらしの情報●小浜市役所

スポーツ
市民体育祭

体育課☎ 53・0064

とき 10 月 18 日㊐９時〜
ところ 総合運動場陸上競技場

ミニバスケットボール教室

体育課☎ 53・0064

とき 10 月 30 日㊎〜 12 月４日㊎
の毎週火、金曜日（全 10 回）
19 時〜 20 時 30 分
ところ 市民体育館
対象 小学６年生 20 人
受講料 700 円
申込期間 10 月 5 日㊊〜 27 日㊋

女性体力づくり教室

体育課☎ 53・0064

新しくなったトレーニングルー
ムで、日ごろの運動不足を解消し
てみませんか。
とき 10 月 15 日㊍〜 11 月２日㊊
の毎週月、木曜日
13 時 30 分〜 14 時 30 分
ところ 市民体育館
対象 20 歳以上の女性（学生は
除く）
定員 先着 10 人
受講料 1,500 円
申込期間 10 月１日㊍〜 10 日㊏

耐震対策は万全ですか

都市整備課☎内線 247

お住まいの住宅の耐震に不安は
ありませんか。木造住宅の耐震診
断、耐震改修を支援します。
対象建物 昭和 56 年５月以前に
建てられた地上３階以下の木造
住宅
申込期限 12 月 25 日㊎
【支援内容】
①耐震診断（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
②補強プラン（一般診断）
…個人負担＝ 3,000 円
③耐震診断・補強プラン（伝統的
構法：筋かいのないもの）
…個人負担＝ 20,000 円
④耐震改修助成
…補助限度額＝ 600,000 円

介護福祉科訓練生

県立敦賀産業技術専門学院☎ 0770・22・0143

訓練期間 10 月 13 日㊋から２
年間
訓練会場 学校法人 青池学園
若狭医療福祉専門学校（美浜町）
受講料 無料
（ただし教科書代約 8 万円必要）
応募資格 高卒以上で求職者
募集人数 ５名
申し込み ハローワーク求職窓口
申込期限 10 月 2 日㊎

広報おばま
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久須夜山麓の秋を満喫しなが
ら、ウオーキングで気持ちのいい
汗をかいてみませんか。
とき 11 月１日㊐ 11 時〜 15 時
コース 久須夜交流センター→
バス→韓国遭遇船員救護記念碑
（泊区）→徒歩→久須夜交流セ
ンター
定員 先着 40 名
参加費 無料
申し込み 久須夜交流センター
☎ 53・2724
申込期限 10 月 23 日㊎
※参加者には苗木をプレゼントし
ます

仕事両立介護講座

家庭での介護について、心軽や
かになるよう学びます（４回シ
リーズ第３回）。
とき 10 月 24 日㊏ 13 時 30 分〜
ところ 働く婦人の家
内容 「熟年世代のための家族介
護（基礎知識と実技②」〜介護
技術アップ講座〜
講師 荒木久美子さん
（家庭看護法指導員）
受講料 無料
申込期限 10 月 22 日㊍
※お子さんを預かります

アナログ放送終了まで 667 日（9 月 25 日現在）

簡易チューナー給付などの支援

⓯

農林水産課☎内線 287

働く婦人の家☎ 52・7002

地 デ ジ 視聴ガイド
総務省では、経済的な理由などで
地上デジタル放送を見ることができ
な い 世 帯 を 対 象 に、 簡 易 な チ ュ ー
ナーを無償給付するなどの支援を
10 月１日から開始します。支援は
現物給付で、個人が購入したものを
精算することはできません。

ふるさと発見ウオーク

対象世帯 生活保護などの公的扶
助を受けていて、ＮＨＫ受信料
全額免除されている世帯
※申し込みには、ＮＨＫ受信料全額
免除の適用を受けることが必要です
問い合わせ 総務省 地デジチュー
ナー支援実施センター
☎ 0570・033840

■地デジ相談窓口
【地上デジタル放送に関して】
地デジコールセンター
☎ 0570・07・0101
【ケーブルテレビに関して】
（株）ケーブルテレビ
若狭小浜《チャンネルＯ》
☎ 52・7200

広報おばま
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