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はまかぜ寄席

〜 10 月定席〜
文化会館☎内線 612

とき 10 月 23 日㊐ 14 時〜
ところ はまかぜプラザ
出演 桂文三、月亭八斗
観覧料 1,500 円
チケット、問い合わせ
はまかぜプラザ☎ 52・6259

コーティング紙、シール台
紙は「燃やすごみ」へ
環境衛生課☎内線 143

最近、
「その他紙」の中に、コー
ティングされた紙やシールの台紙
などが混入されているケースが見
られます。
コーティングされた紙やシール
の台紙は、紙の原料にならない異
物が混ざっており、紙を再生する
妨げになります。必ず「燃やすご
み」として出しましょう。

暮らしのためのセミナー

9
福井県労働者福祉基金協会☎
❾ 広報おばま 平成 23.0776・22・6222

と き 11 月 10 日 ㊍ 18 時 30
分〜 20 時
ところ 勤労福祉会館（後瀬町）
テーマ 今ならまだ老後を変えら
れる〜賢い消費者のマネーライ
フ〜
参加費 無料（要電話予約）

県立大学小浜キャンパス
「白樫祭」

県立大学小浜キャンパス☎ 52・6300

とき 10 月１日㊏、２日㊐
ところ 県立大学小浜キャンパス
内容 吉本芸人ライブ（フルーツ
ポンチ、T ２、クレヨン）
、HIP・
HOP ダンス、YOSAKOI、ギター
愛好会演奏、和太鼓演奏、吹奏
楽部演奏（小浜第二中学校）、
ビンゴ大会、文化系クラブの各
種模擬店、ミニ水族館、子ども
絵画展、海秋鍋のふるまいなど

⓫
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行政相談週間

市民協働課☎内線 372

10 月 17 日 ㊊ 〜 23 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。行政相談委員
が皆さんと行政の間に立ち、中立・
公平な立場から問題解決のお手伝
いをします。
行政相談委員
居関謹一、高橋敏惠（敬称略）
◆定例行政相談
とき 10 月 18 日㊋ 13 時〜 15 時
ところ 市役所２階 202 会議室
相談料 無料
※秘密は固く守られます

就職出前相談会

商工振興課☎内線 225

福井県求職者支援センターで
は、離職を余儀なくされた人の再
就職を支援するための相談会を開
催します。
とき 10 月 13 日㊍ 13 時〜 16 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
※専門相談員が応じます

労使の悩みごと無料相談

福井県労働者福祉協議会

福井県労働者福祉協議会では、
労働条件や雇用など労働問題で悩
んでいる人を対象に、無料で電話
相談に応じます。
相談時間 ９時〜 17 時（平日）
相談専用電話
☎ 0770・22・1015
※秘密は固く守られます

お知らせ
農地の転用・売買・貸し借
りには許可が必要です
農林水産課☎内線 290

農地を住宅や駐車場、資材置場
などに変更する場合は、県知事など
の許可が必要です。また、農地の
売買や貸借をする場合にも、県知
事や農業委員会の許可が必要です。
農地に関する相談は、地元の
農業委員または農業委員会事務局
（農林水産課内）
までお願いします。
※許可なく農地を埋め立てると、
工事を中止させて元の農地に復
元させることがあります。これ
に従わないと、３年以下の懲役
または 300 万円以下の罰金（法
人は１億円以下）に処せられる
場合があります

農地を相続したときは届け
出が必要です

健康管理センター☎ 52・2222

対象 平成 22 年７月１日〜同 23
年６月 30 日生まれ（通知しま
す）と、７歳６カ月までの２回
接種未完了の子ども（要申込）
とき 10 月３日㊊、５日㊌、12
日㊌
ところ 健康管理センター
受け付け 12 時 45 分〜 14 時 10 分
（12 日は 13 時 20 分まで）
申し込み、問い合わせ
健康管理センター

プレパパ & プレママ講座

健康管理センター☎ 52・2222

と き、 内 容 10 月 12 日 ㊌ 13
時 30 分〜 15 時 30 分
栄養編「妊娠中からの体づくり」
と き、 内 容 10 月 15 日 ㊏ 13
時 30 分〜 15 時 30 分
きずな
妊娠編「胎児との絆を作ろう」
ところ、申し込み 健康管理センター

農林水産課☎内線 290

農地法が改正された平成 21 年 12
月 15 日以降に、相続などで農地の
権利を取得した人は、農地のある
農業委員会に届け出が必要です。
届け出 権利取得を知った日から
おおむね 10 カ月以内
手続き 印鑑を持参の上、農業委
員会事務局（農林水産課内）窓
口にある届出書に記入
※届け出をしなかったり、虚偽の
届け出をしたりすると、10 万
円以下の過料に処せられる場合
があります

土地家屋調査士無料登記相談

不動産無料相談会

とき 10 月８日㊏ 10 時〜 16 時
ところ 小浜商工会議所
相談内容 土地境界問題や地目変
更・分筆登記、建物の新築・取
り壊しの登記など

不動産に関するさまざまな事柄
について、専門の相談員が無料で
相談に応じます。
とき 11 月１日㊋ 13 時〜 16 時
ところ 小浜商工会館

福井県土地家屋調査士会☎ 0776・33・2770

ポリオ予防接種

福井県宅地建物取引業協会☎ 0776・24・0680

食中毒に気をつけましょう

健康管理センター☎ 52・2222

涼しくなっても油断は禁物で
す。菌を「付けない、増やさない、
消滅させる」の３原則で食中毒は
予防できます。食事の前には手洗
いをしっかりして、家族みんなで
食中毒を予防しましょう。

がん検診未受診者電話勧奨

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 10 月 14 日 ㊎ ＝
国富公民館、10 月 25 日㊋＝
遠敷公民館、11 月１日㊋＝ふ
れあいセンター、11 月７日㊊
＝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・前立腺）
、
Ｃ・
Ｂ型肝炎ウイルス検査、骨検診
申込期限 検診日の 10 日前
※ 11 月７日㊊は乳がん、子宮が
ん検診があります
※１月〜３月は検診がありません

高齢者インフルエンザ予防
接種

健康管理センター☎ 52・2222

対象 次のいずれかに該当する人
①満 65 歳以上（昭和 21 年 11 月
30 日以前生まれ）の人
② 60 歳以上 65 歳未満で心臓・
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）
※②の人のみ申し込みが必要です
とき 10 月 17 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）

く

10

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。

【人の動き】

健康管理センター☎ 52・2222

市と県では、がんを早期発見し、
がん死亡率を減らす取り組みを進
めています。がん検診受診率向上
のため、市では、「福井県がん検
診受診勧奨センター」に委託し、
がん検診未受診者に、がん検診勧
奨のための電話を行います。ご協
力をお願いします。
電話をする期間 ９月 26 日㊊〜
12 月 22 日㊍

ら しの

国保の保険証を更新します

市民課☎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月中に簡
易書留郵便で送付します。
有効期間 10 月１日〜平成 24 年
９月 30 日
※期限が切れた保険証は破棄する
か、市民課へ返却してください

（９月１日現在）
31,663 人
（前月比
-16 人）
（前年同月比
-333 人）
男性
15,470 人
女性
16,193 人
●異動
転入
60 人
転出
70 人
出生
31 人
死亡
37 人
●世帯数
11,989 世帯
●人口
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市民体育祭

市民体育館☎ 53・0064

とき 10 月 16 日㊐ ９時〜
ところ 総合運動場陸上競技場
※雨天中止

経ヶ岳紅葉登山

奥越高原青少年自然の家☎ 0779・67・1321

と き 10 月 22 日 ㊏ の 14 時 〜
23 日㊐の 16 時まで（少雨決行）
ところ 奥越高原青少年自然の家
とその周辺、経ヶ岳
対象 次の要件をすべて満たす人
①健康な人であること
②小学４年生以上であること（小
中学生は保護者同伴であること）
③１泊２日で参加できること
内容 22 日㊏＝開講式、野外散
策など、23 日㊐＝経ヶ岳登山
定員 50 人
参加費 3,500 円（１泊３食、保
険料など）
申込期限 10 月９日㊐
申し込み、問い合わせ
奥越高原青少年自然の家

秋の山に登りませんか

小浜山の会

小浜山の会では、恒例の「秋の
山に登りませんか」の参加者を募
集します。今回は、バスで篠山市
に移動し、丹波富士と呼ばれる白
髪岳（722㍍）から松尾山（687㍍）
に縦走します。下山後の篠山市内
の散策と合わせ、丹波の秋を楽し
みませんか。
とき 11 月３日㊍７時〜 19 時
集合 合同庁舎駐車場（遠敷）
対象 小学生以上
定員 先着 30 人
参加費 4,000 円（小学生は 3,000
円）
申込期限 10 月 19 日㊌
申し込み ボランティア・市民活
動交流センター☎ 52・7837

⓭
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平成 24 年度文芸おばま事業

赤十字健康生活支援講習会

小浜幼稚園の新入園児

職場のトラブル無料相談

文芸おばまでは、音楽や演劇、
映画など市民が楽しめるイベント
を、企画・運営していただける人
を募集します。
平成 24 年度事業として採択さ
れると、「文芸おばま事業」とし
て運営することができます。詳し
くはお問い合わせください
申込期限 10 月 30 日㊐

とき 10 月 14 日㊎、18 日㊋、
19 日㊌ 10 時〜 16 時
ところ 若狭ふれあいセンター
対象 興味のある人なら誰でも
内容 健やかな老年期を過ごすた
めに役立つ知識やお年寄りのお
世話の仕方、病人の介護方法な
どの技術習得
受講料 1,000 円（教本、保険代）
申込期限 10 月７日㊎
※昼食を持参してください

小浜幼稚園では、平成 24 年４
月からの新入園児を募集します。
入園資格 市内に住所を有する平
成 18 年４月２日〜同 21 年４
月１日までに生まれた幼児
募集 ３歳児＝ 30 人、４歳児＝
12 人、５歳児＝９人
申込期間 10 月３日㊊〜 31 日㊊
※募集要項、願書は小浜幼稚園、
市の公式ホームページにありま
す

解雇、雇止め、退職推奨、配置
転換、労働条件の引き下げ、セク
ハラ、育児休業の不利益取り扱い、
パートの均衡待遇、いじめ・嫌が
らせなど、職場のトラブルで悩ん
でいませんか。
福井労働局が解決のお手伝いを
します。お気軽にご相談ください。
相談専用電話
敦賀総合労働相談コーナー
☎ 0770・22・0745

文化会館☎内線 612

面接突破実践セミナー

社会福祉課☎内線 183

小浜幼稚園☎ 52・3768

ミニジョブカフェ小浜☎ 52・3542

ミニジョブカフェ小浜では、就
職を目指す人たちのレベルアップ
をお手伝いするために「面接突破
実践セミナー」を開催します。
とき 10 月 12 日㊌ 13 時〜 16 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
対象 就職活動中の 39 歳くらい
までの人
参加費 無料
定員 先着 10 人（要電話予約）

スポーツ
ミニバスケットボール教室

市民体育館☎ 53・0064

とき 10 月 28 日㊎〜 11 月 29 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３日㊊〜 26 日㊌

第 57 回嶺南駅伝 競走大会

市民体育館☎ 53・0064

とき 11 月 13 日㊐ ９時〜
コース 敦賀市総合運動公園陸上
競技場→小浜市役所前
申込期限 10 月 20 日㊍
※参加条件など詳細はお問い合わ
せください

第２回フレンドリーのつどい

保育園の新入園児

日本一の成婚率、指導実績のあ
るマリッジトータルプランナーの
本城稔さん（（株）I.B.P 総合研究
所長）を招いて、男女の出会いを
応援するイベントを開催します。
と き 11 月 13 日 ㊐ 12 時 30
分〜 18 時
定員 先着 40 人（男女各 20 人）
参加費 1,000 円
申し込み、問い合わせ
小浜市婦人福祉協議会の畑中さ
ん（☎ 52・3509）または社会
福祉課

公立保育園 12 カ園と聖ルカ乳
児保育園、今富そらのとり保育園、
チューリップ保育園では、平成
24 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３日㊊〜 31 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▶今
富そらのとり保育園、チューリ
ップ保育園＝５歳以下の乳幼児
延長保育 小浜第一保育園、今富
そ ら の と り 保 育 園 は 19 時、
チューリップ保育園は 19 時 30
分、その他の保育園は 18 時まで
申し込み、問い合わせ
各保育園、社会福祉課

社会福祉課☎内線 189

バス停に上屋を無償設置

建築士会若狭支部の杉谷さん☎ 52・1743

建築士会若狭支部では、各地域
にある上屋のないバス停に、無償
で上屋を設置します。申込方法な
ど詳しくはお問い合わせください。
対象 次の要件をすべて満たすこと
①建物の床面積はおおむね１坪
②建物に合う土地（民地）を提供
できること
③設置後の維持管理は設置する地
域が行うこと
設置数 １棟（審査の上、決定し
ます）
申込期限 11 月 20 日㊐

社会福祉課☎内線 187

25 年度から認定子ども園に
平成 25 年度から小浜第一・
第二保育園と小浜幼稚園を統
廃合し、幼児教育と保育を一
体的に行う認定子ども園を開
設する予定です

福井労働局

募

ふくい女性落語大会

観光交流課☎内線 267

全 国 か ら 女 性 落 語 家 が 集 い、
「『ちりとてちん』杯ふくい落語大
会｣ が開催されます。
とき 【予選会】10 月 29 日㊏
13 時 30 分〜 18 時 30 分
【決勝大会】10 月 30 日㊐
13 時 30 分〜 17 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
観覧料 無料

乾燥肥料の無料配布

衛生管理所☎ 52・1522

集

魚のプロに教わる

〜セリ見学と魚のおろし方〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

旬の魚が学べるセリ見学と、魚
おろしのプロに上手な魚のおろし
方を教わります。
と き 10 月 22 日 ㊏ ８ 時 〜（ ７
時 45 分に漁業センターゲート
前集合）
ところ 漁業センター（川崎）、
御食国若狭おばま食文化館
定員 先着 30 人
対象 小学生以上（低学年は保護
者同伴）
参加費 1,000 円
申し込み、問い合わせ
御食国若狭おばま食文化館

季節の調理体験

〜 10 月編〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

と き 10 月 15 日 ㊏、20 日 ㊍、
24 日㊊ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 サツマ芋入りきのこごはん、
ゴボウのゴマサラダ、八宝菜、
リンゴのクリームがけ
定員 各 30 人
参加費 各 700 円

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 20 袋までで、なくなりしだい
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２日㊐ ８時 30 分〜
ところ 衛生管理所（荒木）

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・7467

とき 10 月５日㊌ 10 時〜 16 時
ところ 市役所１階市民ホール
相談員 社会保険労務士
相談内容 次の２つに関すること
①社会保険制度全般（健康保険、
公的年金制度、介護保険など）
②労働関係全般（雇用保健、労災
保険、労働問題など）

看護職就職相談会

（社）福井県看護協会☎ 0776・52・1857

とき 10 月 22 日㊏ 13 時 00 分
〜15時30分
（受付は15時まで）
ところ 福井県看護協会会館（福
井市北四ツ居町）
対象 看護職有資格者
参加費 無料（申込不要）
※求人担当者から個別に説明を受
け、相談することができます
広報おばま

平成 23.
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市制施行 60 周年記念事業

参加者募集 !!

おばま観光局
からお知らせ

ト
ク
ェ
ジ
ロ
プ
見
発
再
小浜のまち
おばま観光局では、新たに小浜のまちの魅力を再発見し、それに磨きをかけ、小浜をより魅
力あるまちにする取り組みを進めています。

市制 50 周年記念曲 ｢ この風を感じて ｣ の歌詞を募集します

今回は、広く市民の皆さんに楽しんでいただくため、小浜西組とお初の常高寺界わいを巡る
｢小浜まち歩き｣ と宮川地区での ｢イチジク狩り & トラクター乗車体験｣ を企画しました。
ご家族そろってご参加ください。

■問い合わせ 若狭ウインドアンサンブルの久保さん☎ 090・1316・2249
市民吹奏楽団若狭ウインドアンサンブル
のテーマ曲 ｢この風を感じて｣ は、市制
50 周年記念事業で小浜市をイメージする
曲として作曲されました。
毎年開催される定期演奏会では必ず演奏
し、聴衆との感動を分かち合っています。
現在は、吹奏楽版のみの曲ですが、今後、
さらに広く市民の皆さんから愛される歌に
なるように、歌詞を募集します。
皆さんからのたくさんのご応募をお待ち
しています。

作品

｢この風を感じて｣ に沿った詩であること

応募期限

10 月 31 日㊊

表彰

最優秀賞１点（賞金３万円と副賞）

〜小浜西組と常高寺界わいを巡る〜

優秀賞１点（賞金５千円と副賞）
平成 24 年２月 26 日㊐の定期演奏会で

発表

【と

き】

※応募方法や旋律など詳しくはホームページをご覧
ください（ホームページで演奏が試聴できます）

若狭ウインド

子
た南蛮菓

【集

合】

【コース】

■問い合わせ

奥村彪生

【定

先着 15 人（定員に満たない場合は当日

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

金平糖をつくろう！

【定

1,500 円（小中学生 1,000 円）

員】

先着 10 組

【申し込み】 おばま観光局
【その他】

当日は、トレッキング、農作業に適し
たシューズを着用してください

来年は、小浜線開業
90

年の節目にあたり

ます。Ｊ｢Ｒ小浜線鉄道遺産を守る会 で｣は、

これに合わせて、皆さんから広く小浜線に

まつわるエピソードを募集します。

皆さんからのたくさんのご応募をお待ち

しています。

【応募方法】

住所、氏名、電話番号、年齢を記入の上、

の３

枚程度）を添えて、郵送また

２

思い出について書かれた原稿（４００字詰

め原稿用紙

は持参で提出（様式自由）

小浜日吉

91

【応募先】

〒９１７ー００６８

若狭ふれあいセンター内「小浜線の思い

出」係

日㊌

30

【応募期限】

11

月

先着 50 人（要電話予約）
※当日立ち見あり

【その他】

定員

皆さんから寄せられたエピソードを基に、

無料

｣と

10

参加費

14 時〜

思
｢ い出集

平成 23.

信長・秀吉・家康の三武将の人格を
作った食べごとと健強な頭脳と体を
作る鳥料理のデモンストレーション

90

周年記念の

広報おばま

内容

小浜線開業

先着 50 人（要電話予約）

御食国若狭おばま食文化館

52

して発行する予定です

定員

ところ

10 時〜

｣を

300 円

イチジク狩り、里山散策 & 山の幸採り、

※当日持参してください

当イベントは１月、２月は実施しません

 い た だ い た 個 人 情 報 は、 思
｢ い出集

参加費

容】

【参加費】

若狭の語り部

作成する目的以外には利用しません

御食国若狭おばま食文化館

10 月 10 日㊊

ＪＲ小浜線鉄道遺産を守る会

ところ

とき

・０９７３

10 月 10 日㊊

市制施行 60 周年を記念して、
奥村彪生さん（伝
統料理研究家）に戦国時代の食事をレプリカとし
て再現していただきました。キッチントークと合
わせてお楽しみください。

■問い合わせ

新作レプリカ披露 & キッチントーク
の桝郷さん☎

とき

【内

｢ 健強な体を作った武家の食事 ｣

あやお

金平糖は、戦国時代にポルトガルから伝来し
た南蛮菓子で、宣教師ルイス・フロイスから織
田信長に贈られたことで知られています。ゆか
いな南蛮人による金平糖の作り方と歴史などの
楽しい解説や、釜での色つけなどを体験できま
す。
たんのう
出来たての金平糖をご堪能ください。

宮川公民館

体験など

【申し込み】 若狭おばま観光案内所

【その他】

合】

新米おにぎりの昼食、トラクター乗車

☎ 52・2082（随時受け付けています）

ス!
ロデュー

【集

広報おばま

「小浜線の思い出」募集 ！

こんぺいとう

⓯

はまかぜ通り〜常高寺・三丁町界わい

500 円（当日持参してください）

【ガイド】

10 月 15 日㊏
10 時 30 分〜 14 時 30 分（少雨決行）

【参加費】
員】

き】

若狭おばま観光案内所（小浜駅前）

を巡り、鯖街道資料館で解散（約２㎞）

検索

プ

が愛し

織田信長

【と

参加することもできます）

戦国時代

参

10 月１日㊏から毎週土曜日
13 時 30 分〜 15 時 40 分

披露します

おばま観光局☎ 56・3366

イチジク狩り
&
トラクター乗車体験

小浜まち歩き

食文化館の
集
加者募

■問い合わせ

平成 23.
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