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「日本の第九」演奏会

生活・就労出前相談会

はまかぜ寄席

今年で 19 回目になる若狭小浜の
「日本の第九」演奏会を開催します。
とき 12 月 11 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

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生
活の安定や再就職などを支援する
ための相談会を開催します。
とき 12 月６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

とき 12 月 11 日㊐ 14 時〜
ところ はまかぜプラザ
出演 林家花丸ほか
観覧料 大人 1,500 円、小中学
生 500 円
チケット、問い合わせ
はまかぜプラザ☎ 52・6259

江戸時代のコンニャク料理
を味わおう !

「ルームパークさくら」開設

文化会館☎内線 612

小浜公園に東屋が完成

観光交流課☎内線 268

10 月に、小浜公園に東屋が完
成しました。瓦ぶきに格子窓とい
う和風の外観で、周辺地域の景観
に合わせた造りとなっています。
ベンチとテーブルがあり、ゆっく
り休憩できますので、ご利用くだ
さい。

商工振興課☎内線 225

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000
こんにゃく

江戸時代の料理本「蒟 蒻百珍」
に記されている珍しいコンニャク
料理を再現します。
とき 12 月６日㊋ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
おしずし かくれざと
内容 押鮓、隠里（コンニャクの
たぬき
揚げ物）、田楽、狸汁など
参加費 700 円

家庭でできる冬の省エネ

〜 12 月定席〜
文化会館☎内線 612

働く婦人の家☎ 52・7002

12 月 21 日㊌から、気軽に集ま
り、自由におしゃべりできる憩い
の場「ルームパークさくら」を開
設します。ぜひご利用ください。
対象 誰でも参加できます
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
開設日時 毎月第３水曜日の 13
時〜 16 時
利用料 無料

■問い合わせ

環境衛生課☎内線 144

限りある資源を大切に使うために、家庭でできる冬の省エネについて紹介します。
家庭でのひとりひとりの取り組みが、節電や節水、CO2 の削減につながります。
今からみんなで取り組んでみましょう。
【温度調節で省エネ】
室温の目安は 20℃。過度
にならないよう適切に調
節しましょう（無理な我
慢はご注意ください）
【自動車の使い方で省エネ】
急発進や無駄なアイドリン
グをなくしましょう

【買い物袋の削減で省エネ】
マイバックを使用し、過剰
な包装は断りましょう
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【水道の使い方で省エネ】
流しっぱなしをやめ、水
道の蛇口はこまめに閉め
ましょう

【商品の選び方で省エネ】
環境にやさしい製品を選
びましょう

【電気の使い方で省エネ】
使わない電気製品のコン
セントはこまめに抜きま
しょう

ダンスフェスティバル

文化会館☎内線 612

健康・福祉

嶺南各地で活躍するフラメン
コ、ヒップホップ、タップダンス、
フラダンス、ベリーダンスなどの
ダンサー総勢 100 人が集結し、ダ
ンスの祭典が開催されます。
とき 12 月 23 日㊎ 13 時 30 分〜
ところ 文化会館
入場料 一般前売り＝ 1000 円、
高校生以下＝ 500 円
チケット 文化会館

エイズの夜間相談・検査

ふるさと就職フェア in 若狭

女性の健康電話相談

とき 平成 24 年１月７日㊏
13 時 30 分〜 16 時 00 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 次のいずれかに該当する人
①平成 25 年３月に大学・短大・
高専・専修学校を卒業予定の人
②平成 24 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

女性特有の健康問題に、助産師
が無料で電話相談に応じます。
対象 更年期障害、胸のしこり、
不妊、月経不順などで悩んでい
る人
相談日時 毎週月、水曜日＝ 13
時 30 分 〜 15 時 30 分、 毎 週
金曜日＝ 11 時〜 13 時
相談専用電話
☎ 0776・54・0080

小浜公共職業安定所☎ 52・1260

高齢者無料電話相談

福井弁護士会☎ 0776・23・5255

高齢者（満 65 歳以上）を対象
に、遺言、相続、土地、建物、金
銭、成年後見、虐待など法律に関
することについて、弁護士が無料
で電話相談に応じます。
【相談日時】
平成 24 年３月 26 日㊊までの
毎週月曜日 15 時 30 分〜 17 時
【相談電話番号】
☎ 0776・23・5288
☎ 0776・29・7180

若狭健康福祉センター☎ 52・1300

12 月１日の「世界エイズデー」
に合わせて、エイズの夜間相談・
検査が実施されます。
とき 12 月１日㊍ 17 時 30 分
〜 19 時 30 分
ところ 若狭健康福祉センター
検査料 無料（予約不要）
※匿名で検査できます

（社）福井県看護協会

お知らせ
冬の備えは大丈夫ですか？

都市整備課☎内線 246

12 月１日〜７日は雪に備える
週間です。快適な冬は、ひとりひ
とりの協力から始まります。冬を
迎えるにあたってのルールやマ
ナーについて、みんなで話し合い、
協力して雪対策を進めましょう。

「あやとり」で遊ぼう !

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

食文化館の町家で、昔懐かしい
「あやとり」を行います。
とき 平成 23 年 12 月３日㊏
９時 30 分〜 11 時 30 分
ところ 御食国若狭おばま食文化館
参加費 無料（申込不要）
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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】
（11 月１日現在）
31,629 人
（前月比
-13 人）
（前年同月比
-341 人）
男性
15,451 人
女性
16,178 人
●異動
転入
73 人
転出
79 人
出生
24 人
死亡
31 人
●世帯数
11,997 世帯
●人口
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季節の調理体験

〜 12 月編〜

御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき 12 月３日㊏、16 日㊎、
20 日㊋ 10 時〜
ところ 御食国若狭おばま食文化館
内容 あんかけうどん、大根と豚
肉の煮物、里芋のネギ味噌和え、
サツマイモとチーズのみたらし
お焼き
定員 各 30 人（要電話申込）
参加費 各 700 円
申込期限 実施日の３日前

スポーツ
第 15 回記念新体操演技会

小浜新体操クラブ代表の米谷さん☎ 56・0806

とき 12 月 17 日㊏ 14 時〜
（開場は 13 時 30 分）
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

心あたたまる手紙

蒸しずしと和菓子講座

平成 24 年度小浜市奨学生

12 月４日㊐〜 10 日㊏の人権週
間に合わせて、「心あたたまる手
紙」を募集します。
応募資格 市民なら誰でも
内容 人とのふれあいの中で体験
した、ほのぼのとした温かいエ
ピソードや、うれしかったこと、
感謝の気持ちなどを短い手紙の
形で紹介してください
応募方法 所定の応募用紙（また
は原稿用紙で 200 字以内）に
住所、氏名を記入の上、郵送ま
たは持参で提出
※応募用紙は生涯学習スポーツ課、
中央公民館、各地区公民館にあ
ります
応募期限 平成 24 年１月 11 日㊌
応募先 生涯学習スポーツ課、中
央公民館内「心あたたまる手紙」
係

お正月向きの蒸しずしとおもて
なしのお菓子の講座です。
とき 12 月 17 日㊏ ９時 30 分
〜 12 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
講師 吉見妙子さん（食の達人）
定員 先着 25 人
参加費 1,000 円（材料費）

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（月額）
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 24 年２月 13 日㊊

生涯学習スポーツ課☎内線 439

働く婦人の家☎ 52・7002

放送大学第１学期入学生

放送大学福井学習センター☎ 0776･22･6361

放送大学は入学試験のない、文
部科学省、総務省所管の正規の通
信制大学です。自宅のテレビやラ
ジオを使ってマイペースで学ぶこ
とができるので、生涯学習、キャ
リアアップ、資格取得に最適です。
願 書 受 付 期 限 平 成 24 年 ２月
29 日㊌

市税の口座振替キャンペーン
市では、市税の口座振替を新規（税目追加も含む）

で申し込んだ人を対象に、抽選で記念品をプレゼン
トします。
口座振替での納税は、便利で安心、納め忘れもな
い確実な納付方法です。
この機会にぜひ安心な口座振替をご利用ください。

【キャンペーン期間】
12 月１日㊍〜平成 24 年２月 29 日㊌
【対象】
キャンペーン期間中に口座振替を新規
（税目追加も含む）で申し込んだ人
【申込方法】
通帳と届出印を持参の上、市内各金融機
関窓口備え付けの「小浜市公金等口座振替
依頼書」でお申し込みください
■金融機関…福井銀行、小浜信用金庫、福
邦銀行、若狭農業協同組合、北陸労働金
庫、福井県信漁連、ゆうちょ銀行
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■問い合わせ

税務課☎内線 137

口座振替で、『さばト
ラななちゃんセット 』
をゲットしよ〜 !!

【対象税目】
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽
自動車税、国民健康保険税
【抽選で当たる記念品】
さばトラななちゃんセット（小浜の特産
品詰め合わせ）＝ 10 人
さばトラななちゃんお食事券
（濱の四季）
＝ 50 人
【その他】
当選者の発表は、記念品の発送をもって
かえさせていただきます

教育総務課☎内線 424

ペアの雪だるま作り

ボランティア・市民活動交流センター☎ 52・0837

寒い冬に向けて、心が暖まる手
作り教室です。天然のウォーム綿
を使って、かわいい雪だるまを作
りませんか。
とき 12 月８日㊍ 13 時〜 15 時
ところ ボランティア・市民活動
交流センター（中央公民館内）
定員 先着 25 人
参加費 500 円（材料費）
持ち物 はさみ
申込期限 12 月７日㊌

ワード・エクセル基礎講座

福井県産業情報センター嶺南支所☎ 52・1500

福井県産業情報センター嶺南支
所では、マイクロソフト「ワード」、
「エクセル」の基礎講座を開催し
ます。
【ワード 2010 基礎】
とき 平成 24 年１月 18 日㊌〜
20 日㊎ 13 時〜 17 時
【エクセル 2010 基礎】
とき 平成 24 年２月 15 日㊌〜
17 日㊎ 13 時〜 17 時
ところ いずれも福井県産業情報
センター嶺南支所（白鬚）
受講料 11,100 円（教本代含む）
定員 ８人（要電話申込）
申込期限 開催日の２週間前

募

集

児童クラブの冬休み会員

社会福祉課☎内線 189

期 間 12 月 26 日 ㊊、27 日 ㊋、
平成 24 年１月４日㊌〜６日㊎
ところ 雲浜・西津・宮川・遠敷・
今富・口名田の各児童クラブ（小
浜・内外海児童クラブは定員に
達しているため、新規募集はし
ませんが、他の児童クラブで受
入可能です。一度ご相談くださ
い）
対象 小学１〜６年生
定員 各クラブ５〜 10 人程度
料金 3,000 円
申込期限 12 月９日㊎

ふくい合同企業説明会

商工振興課☎内線 225

県では、大学・短大・高専・専
修学校の学生や就職に関心のある
若者を対象に、合同企業説明会「ふ
るさと企業魅力発見フェア」を開
催します。会社情報、採用計画な
ど最新情報をいち早く入手できま
す。ぜひご参加ください。
とき 平成 24 年１月４日㊌
11 時〜 17 時
ところ サンドーム福井（越前市
瓜生町）
参加企業 約 200 社
参加費 無料

交通事故にご注意を！

生活安全課☎内線 474

公民館嘱託職員

生涯学習スポーツ課☎内線 432

受験資格 次の２要件を満たす人
①簡単なパソコン操作ができる
②普通自動車運転免許取得者
雇用期間 平成 24 年４月１日〜
同 26 年３月 31 日
募集 24 人
勤務先 市内の公民館
報酬 月額 14 万円
試験日 平成 24 年１月 14 日㊏
選考方法 小論文、面接
申込期間 12 月１日㊍〜 19 日㊊

県内の交通事故の発生状況は、
11 月７日現在、死者数が 50 人に
上り、昨年の年間死者数 42 人を
上回っています。日暮れが早まる
この時期、運転時や外出時には次
のことに注意してください。
早めにライトを点灯する
スピードを控えめにする
飲酒運転は絶対にしない
夜間の外出を控える
明るい服装で反射材を身につける

第 63 回人権週間

小浜市人権擁護委員協議会

講正学舎への入寮生

（公）雲浜奨学会講正学舎☎ 03・3327・7800

講正学舎（※）では、平成 24
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 12 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

12 月４日㊐〜 10 日㊏の人権週
間に合わせて、小浜市人権擁護委
員協議会では、時間を延長して特
設人権相談所を開設します。毎日
の生活の中で、人権問題について
悩んでいる人はご相談ください。
【特設人権相談】
とき 12 月７日㊌、12 月８日㊍
いずれも 14 時〜 18 時
ところ 働く婦人の家（咲楽館）
相談料 無料（申込不要）
問い合わせ 福井地方法務局小浜
支局 52・0238
広報おばま
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第 10 回「杉田玄白賞」

受賞者決定 !!

スポーツ指導員（嘱託職員）

親子ショートテニス教室

温水プール非常勤嘱託職員

採用人員 １人
受験資格 次の２要件を満たす人
①簡単なパソコン操作ができる
②普通自動車運転免許取得者
雇用期間 平成 24 年４月１日〜
同 25 年３月 31 日
勤務先 市民体育館
職務内容 スポーツ少年団の育成
指導▶市主催大会などの企画運
営▶各施設の利用計画、使用・
調整▶備品などの管理
試験日 平成 24 年１月 28 日㊏
報酬 月額 17 万円
勤務時間 原則８時 30 分〜 17
時 30 分
選考方法 面接など
申込期限 平成 24 年１月 14 日㊏

とき 平成 24 年１月 14 日㊏〜３
月 10 日㊏の毎週土曜日（２月
11 日は除く）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（子どものみの参加
も可）
参加費 1,500 円（子どものみの
参加は 700 円）
申込期間 12 月 15 日㊍〜平成 24
年１月 10 日㊋

職種、採用人員 指導員＝２人、
安全管理員＝ 1 人、救護員＝
１人、監視員＝２人
雇用期間 平成 24 年４月１日〜
同 25 年３月 31 日
勤務先 温水プール（北塩屋）
試験日 平成 24 年１月 28 日㊏
報酬（月額） 指導員＝ 180,000
円、安全管理員＝ 153,000 円、
救護員＝ 80,000 円、監視員＝
120,000 円
勤 務 時 間 12 時 45 分 〜 21 時
15 分（土日出勤、交代勤務の
変則出勤あり）
選考方法 面接など
申込期限 平成 24 年１月 14 日㊏
※受験資格など詳しくはお問い合
せください

市民体育館☎ 53・0064

郷土の偉人杉田玄白先生の功績をた

〜研究・取り組み概要〜

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

人間は、体内時計により、均

的な研究や取り組みを行っている人を

衡的な生活を送っていますが、

表彰する「杉田玄白賞」
。10 月 18 日に

現代社会の習慣により生活が乱

審査委員会を開催し、22 件の応募の中

れると、さまざまな疾患が引き

から平尾彰子さん（早稲田大学先進理

起こされます。現在、体内時計

工学研究科博士課程２年）の「健康増

の制御薬はメラトニンのみとさ

進に関与する食と体内時計に関する研

ひらお

平尾

れていますが、食事にも体内時

究」に決定しました。

あきこ

彰子さん

計のリセット効果があるとされています。平尾さん
は、体内時計の時計遺伝子と栄養に注目し、時間栄

表彰式・講演会

養学（食を取り入れた体内時計による疾患の予防・

とき 平成 23 年 12 月 17 日㊏ 13 時〜
ところ 杉田玄白記念公立小浜病院
問い合わせ 文化課☎内線 445

治療法）の確立と薬に変わる食品などの追求を初提
唱されました。

市民体育館☎ 53・0064

ミニバスケットボール大会

市民体育館☎ 53・0064

とき 12 月３日㊏、４日㊐９時〜
（開会式は、３日の８時 30 分
から行う予定です）
ところ 市民体育館

市制 60 周年特別企画
〜小浜市の 60 年を振り返る（６）〜

年末年始の業務ガイド
施設

13

年〜 年の主な出来事

年】

13

平成

【平成

小浜市食のまちづくり条例制定

年】

14

サンサンホーム小浜完成

【平成

拉致被害者、地村保志さん・富貴惠さ

ん夫妻北朝鮮から帰国

あいあいバス運行開始

15

年】

若狭路博２００３

ＪＲ小浜線電化開業

御食国若狭おばま食文化館オープン

年】

16

【平成

若狭路博 2003 での千年行列（平成 15 年・川崎区）

【平成

年】

17

中国「西安市」と友好交流提携

【平成

国民文化祭開催（小浜市は「茶道フェ

年】

18

スティバル」
、「越前若狭食の祭典」の会場）

【平成

久須夜交流センター完成

年】

19

ふるさと文化財の森センター完成

【平成

12

電子申請開始（各種申請・届出など）

平成 23.

食文化館の入場者１００万人達成

広報おばま

20

年】

⓯

【平成

22

小浜小学校、リサイクルプラザ完成

年】

21

下根来小学校閉校

【平成

若狭西街道全線開通（総延長 ・８㌔）

22

年】

おばま観光局発足

【平成

７月号から６回にわたって連載してきたこの企画
も、今回で最後となりました。今回は、平成 13 年か
ら平成 22 年までの 10 年間を振り返ります。
平成 15 年の若狭路博 2003 では、各地でさまざまな
イベントが開催され、市内外から 30 万人以上の人が
訪れました。
平成 22 年には、おばま観光局が発足。現在、体験
型観光の推進やにぎわい創出のための企画などさまざ
まな取り組みを展開中です。

温水プール☎ 53・0450

22

12 月

１月

○…平常業務
△…時間変更あり
×…休館・休業

問い合わせ・備考

28 ㊌ 29 ㊍ 30 ㊎ 31 ㊏ １㊐ ２㊊ ３㊋ ４㊌

総務課☎内線 355
※ 12 月 29 日〜１月３日の出生、死亡など
の「戸籍の届け出」「火葬の予約」は、宿
日直の職員が受け付けします
☎ 52・1042
※１月５日から平常業務

市役所

○

×

×

×

×

×

×

○

市立図書館

×

×

×

×

×

×

×

×

子育て支援センター

○

×

×

×

×

×

×

○ ☎ 56・3386

御食国若狭おばま
食文化館

×

×

×

×

×

△

△

△ ※１月２〜５日は 10 時から 16 時まで

あいあいバス

○

×

×

×

×

×

×

○ 企画課☎内線 346

ごみの収集

○

○

○

×

×

×

×

○ 環境衛生課☎内線 143

クリーンセンター

○

○

○

×

×

×

×

○ ☎ 53・5550

リサイクルプラザ
温水プール
し尿のくみ取り

○

○

○

×

×

×

※ 12 月 26 日㊊〜１月 4 日㊌は休館

×

☎ 53・1000

※１月６日から平常業務

○

☎ 59・9000
※事業所でリサイクル可能な資源ごみを持ち
込む場合は 12 月 28 日までに環境衛生課
の承認を受けてください。個人は不要です
☎ 53・0450
※１月５日から平常業務

※年末はたいへん込み合いますので、12 月９日㊎
若狭総合環境センター☎ 52・1185
までに予約してください
広報おばま

平成 23.

12

⓮

