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生活習慣病　女性限定検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　10 月 31 日㊌
ところ　健康管理センター（南川町）
検診内容　特定（基本）健診、が
　ん検診（肺・胃・大腸・乳・子
　宮）、Ｃ・Ｂ型肝炎ウイルス検査、
　骨検診
申込期限　定員がありますので、
　お早めにお申し込みください

すべての中学生が子ども医療費助成の対象となります

　市では、平成 22 年 10 月から、子ども医療費助成制度を実

施しています。今回、さらなる子育て支援のため、中学生に

設けていた世帯主の所得制限を廃止し、平成 25 年１月より助

成の対象を中学校卒業までのすべての子どもに拡大します。

対　象：13 歳〜 15 歳（中学生）全員
手続き：対象者の保険証、通帳もしくはキャッシュカード、
　　　　認印を持参し、「子ども医療費受給者証交付申請書」
　　　　を社会福祉課に提出
　　　　※申請書は 10 月初めに対象世帯に送付します
提出期限：11 月２日㊎※金曜日は窓口を 18 時 30 分まで開設
助成額：医療機関での窓口負担額（保険対象医療費の３割）が
　　　　次の金額を超えた場合、超過した額を助成
　　　　▶入院　500 円／日（最大 4,000 円／月）
　　　　▶外来　500 円／月（医療機関ごとに集計）
　　　　※調剤薬局の院外処方は全額助成

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき、ところ　10 月 12 日㊎＝
　国富公民館（栗田）、26 日㊎＝
　遠敷公民館（市場）
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
申込期限　定員がありますので、
　お早めにお申し込みください

労使間のトラブル相談
福井県労働委員会☎ 0776・20・0597

　福井県労働委員会では、職場で
のトラブルについて、専門家がお
話しを伺い、解決をお手伝いする
制度「あっせん」を行っています。
まずは気軽にご連絡ください。
※相談は無料で、秘密は固く守ら
　れます

生活習慣病　土曜検診
健康管理センター☎ 52・2222

とき　10 月 20 日㊏
ところ　健康管理センター（南川町）
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　定員がありますので、
　お早めにお申し込みください

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。

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 10 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 17 日㊌ 13 時
　30 分〜 15 時 30 分　
　妊娠編「胎児との絆

きずな

を作ろう」
ところ、申し込み　健康管理セン
　ター（南川町）

対象　次のいずれかに該当する人
①満 65 歳以上（昭和 22 年 12 月
　31 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 15 日㊊〜 12 月 31
　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）

高齢者インフルエンザ予防
接種

健康管理センター☎ 52・2222

　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 25 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

国保の保険証を更新します
市民課☎内線 168

ひとり親家庭の巡回就業相談
社会福祉課☎内線 186

　母子家庭の母などの、就労相談、
職業能力の適性、技能訓練のアド
バイスなどを行う巡回就業相談を
実施します。電話での相談も受け
付けています。
とき　10 月 25 日㊍ 13 時〜 15 時
ところ、電話相談　若狭健康福祉
　センター（四谷町）☎ 52・1300
※相談は無料で、秘密は固く守ら
　れます

農地パトロール（利用状況
調査）にご協力ください

農林水産課☎内線 290

　市農業委員会では、９月から
11 月までの３カ月間、遊休農地
の把握、違反転用の早期発見、農
地法の許可（届出）案件の履行状
況の確認を目的として、農地パト
ロール（利用状況調査）を行って
います。調査で農業委員や調査員
が農地内に立ち入ることがありま
すが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
　農地は食料の生産基盤である大
切な資源です。しかし、管理を怠
ると、遊休農地は病害虫の発生、
有害鳥獣の隠れ場所となり、近隣
の農地や住民に被害、迷惑を及ぼ
す原因となります。農地をお持ち
の人は適切な管理をお願いします。

赤十字健康生活支援講習会
社会福祉課☎内線 183

とき　10 月 11 日㊍〜 13 日㊏い
　ずれも 10 時〜 16 時　
ところ　ふれあいセンター（日吉）
内容　健やかな老年期を過ごすた
　めの知識、病人の看護方法など
対象　15 歳以上
受講料　1,000 円（教本・保険代）
申込期限　10 月４日㊍
※昼食を持参してください

家屋を新増築、取り壊した
場合は税務課まで

税務課☎内線 134

　固定資産税、都市計画税は、毎
年１月１日の土地、家屋、償却資
産の所有者に課税されます。家屋
を新増築、取り壊した場合は税務
課まで連絡してください。
【新増築】　税務課職員が家屋評価
　に伺いますのでご協力をお願い
　します
【取り壊し】　翌年度に税金がかか
　らないように家屋滅失申告書を
　税務課まで提出してください（届
　出用紙は税務課窓口にあります）

就業構造基本調査
市民協働課☎内線 374

　本調査は、10 月１日現在の国
民の普段の就業・不就業の状態を
詳細に把握することにより、雇用
政策を始め、経済政策などに必要
な基礎資料を得ることを目的とし
ています。
　統計調査員が調査対象となった
300 世帯（無作為抽出）に伺いま
すのでご協力をお願いします。
※調査で記入された内容は、統計
　作成以外の目的に使用すること
　はありません

いじめに関する相談窓口
生涯学習スポーツ課☎内線 432

　いじめで困っている人は次の相
談窓口や、最寄りの法務局での人
権相談をご利用ください。
【みんなの人権 110 番】
　☎ 0570・003・110
【子どもの人権 110 番】
　☎ 0120・007・110
※いずれも毎週月曜〜金曜の８時
　30 分〜 17 時 15 分
【子どもの人権SOSー eメール】
　検索サイトで「法務省 SOS メー
ル」と検索（24 時間受付）

勤労者生活安定資金
商工観光課☎内線 225

　市では、北陸労働金庫と提携し
て、働く人の生活をサポートする
無担保・低金利で安心なローンを
提供しています。
対象　市内に住所を有する勤労者
貸付金使途　生活の安定と福祉の
　向上に必要な資金
限度額　１人 150 万円以内
貸付利率　期間３年以内の場合は
　年利 1.6%▶期間３年以上５年以
　内の場合は年利 1.8%（いずれ
　も固定金利で８月１日現在）
※保証料が別途必要です

職場での悩みごと相談会
福井県労働委員会☎ 0776・20・0597

とき　10 月 14 日㊐ 13 時 30 分
　〜 16 時 30 分
ところ　敦賀市生涯学習センター
　（敦賀市東洋町）
※相談は無料で、秘密は固く守ら
　れます（予約不要）

フレッシャーズ応戦セミナー
ふくいジョブカフェ☎ 0776・32・4560

　ふくいジョブカフェでは、新入
社員の職場定着と早期戦力化を図
るためのセミナーを開催します。
とき　11 月９日㊎ 13 時 30 分〜
　17 時 30 分
ところ　ホテルせくみ屋（白鬚）
内容　オリエンテーション、ワー
　クショップ、交流会と個別相談
対象　入社半年〜１年前後の新入
　社員
受講料　無料
定員　50 人程度（先着順・要予約）

■問い合わせ　社会福祉課☎内線 188

くらしの
情報
10月



くらしの情報●小浜市役所

⓱ 広報おばま　平成 24.10 広報おばま　平成 24.10 ⓰

�募　集�

小浜幼稚園半日開放デー
小浜幼稚園☎ 52・3768

とき　10 月 16 日㊋　９時 30 分
　〜 11 時
ところ　小浜幼稚園（川崎１丁目）
対象　未入園児（２歳児）と保護
　者 25 組程度
内容　３歳児と一緒に運動遊び
参加費　50 円（保険料）
持ち物　着替え、水筒
申し込み　小浜幼稚園

　公立保育園 10 カ園と聖ルカ乳
児保育園、チューリップ保育園、
今富そらのとり保育園では、平成
25 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㊊〜 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▶チュ
　ーリップ、今富そらのとり保育
　園＝５歳以下の乳幼児
※いずれも、保護者の労働や病気
　などにより、家庭内で保育でき
　ない就業前の幼児で、市内に住
　所を有するものであること
※各園定員を超えた場合は選考が
　あります
延長保育 　今富そらのとり保育園
　＝ 19 時▶チューリップ保育園
　＝ 19 時 30 分▶その他の保育園
　＝ 18 時まで
申し込み　近くの保育園または社
　会福祉課

保育園の入園児
社会福祉課☎内線 187

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６日㊏、７日㊐
ところ　県立大学小浜キャンパス
　（学園町）
内容　アーティストライブ「土屋
　アンナ」ほか（７日㊐ 16 時 30
　分〜）、ビンゴ大会、お菓子ま
　き、各種模擬店、海秋鍋など

　10 月、11 月の２カ月分のパス
カードを発行します。
販売開始　９月 25 日㊋から
販売時間　９時〜 18 時
ところ　道の駅（物産館）

【広峰駐車場】　160 枚（先着順）
【駅前駐車場】　50 枚（先着順）
料金　各 10,500 円（２カ月分）

市営駐車場パスカード発行
おばま観光局☎ 56・3366

鳥獣被害対策研修会
農林水産課☎内線 286

　鳥獣被害をみんなで身近に考え
る研修会を開催します。
とき、内容　10 月 13 日㊏＝近
　隣府県・市町の取り組み、14
　日㊐＝わなの設置方法等の捕獲、
　20 日㊏＝サル・アライグマ等
　の対策、21 日㊐＝電気柵・金
　網柵の侵入防止対策
　いずれも 10 時〜 15 時
ところ　県立大学小浜キャンパス
　体育館（学園町）
受講料　無料
申し込み　農林水産課

林道ウォーク in 小浜
県嶺南振興局林業事業課☎ 56・5902

とき　10 月 14 日㊐９時〜
コース　林道若狭幹線（矢代〜阿
　納尻）
集合　久須夜交流センター（阿納尻）
定員　100 人（先着順）
申込期限　10 月５日㊎

かぎ針編み講座
働く婦人の家☎ 52・7002

とき、内容　10 月 28 日㊐ 10 時
　30 分〜「毛糸のがま口財布」、
　13 時 30 分〜「モチーフ編み」
ところ　働く婦人の家（大手町）
定員　各 15 人（先着順）
参加費　1,000 円（材料費込み）
持ち物　５号のかぎ針
申込期限　10 月 23 日㊋

児童クラブ（学童保育）会員
社会福祉課☎内線 189

期間　平成 25 年４月１日〜平成
　26 年３月 31 日
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　放課後、仕事等で保護者が
　家庭にいない児童
開設日　毎週月曜〜金曜（祝日含
　む。ただし、５月３日〜６日、
　８月 14 日〜 16 日、12 月 29
　日〜１月３日は休）
定員　各 10 〜 35 人程度（地域
　によって定員数が異なります）
料金　月額 8,000 円（ひとり親家
　庭は 6,500 円）
申込期限　10 月 31 日㊌

乾燥肥料の無料配布
衛生管理所☎ 52・1522

　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。
とき　10 月 14 日㊐ ８時 30 分〜
ところ　衛生管理所（荒木）
その他　開封後はできるだけ早く
　散布し、必ず覆

ふ く ど

土してください

小浜市総合文化祭開幕！
文化会館☎ 53・9700

　市文化協会では、10 月 14 日㊐
から 11 月 18 日㊐まで「第 53 回
小浜市総合文化祭」を開催します。
期間中、協会所属の団体が市内各
所でその成果や技を披露します。
　詳しくは、広報に折り込みの総
合パンフレットをご覧ください。

とき　10 月 28 日㊐ 14 時〜
ところ　はまかぜプラザ（酒井）
出演　月亭八

はってん

天、月亭天使
料金　一般 1,500 円、小中学生 5
　00 円
チケット・問い合わせ　はまかぜ
　プラザ☎ 52・6259

小浜はまかぜ寄席
文化会館☎ 53・9700

　親子で読書を楽しむ場として、
図書館の一室を開放します。０歳
から楽しめる絵本を多数用意しま
すので、気軽にご参加ください。
とき　10 月 26 日㊎〜 29 日㊊　
　10 時〜 11 時 45 分
ところ　図書館４階ホール（白鬚）
※ 27 日㊏は 11 時からお話し会
　を開催します

親子で絵本の日
図書館☎ 52・1042

　文化会館では、音楽や演劇、映
画、芸能など市民が楽しめる文化
事業の企画を公募しています。
　平成 25 年度事業として採択さ
れると、あなたの企画した催しを、

「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 31 日㊌

平成 25 年度文芸おばま事業
文化会館☎ 53・9700

セリ特別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、プ
ロに上手な魚のおろし方、おいし
い干物の作り方を教わります。
とき　10 月 20 日㊏８時 30 分〜
　12 時
ところ　漁連センターゲート前受
　付（川崎３丁目）
定員　30 人（先着順・要予約）
対象　小学生以上（低学年は保護
　者同伴）
参加費　1,000 円

市営住宅空き家入居申込者
都市整備課☎内線 246

　市では、平成 24 年度分（平成 24
年 10 月〜 12 月）の市営住宅空き
家入居申込者を追加募集します。
対象住宅　市営住宅の空き家全戸
申込期間　10 月１日㊊〜 31 日㊌
※申込書の配布も同日から開始
申込書配布場所　都市整備課
抽選日　11 月 30 日㊎

　認定こども園は、幼稚園と保育
園の役割を併せ持ち、小学校就学
前の児童に対する保育や教育、保
護者に対する子育て支援を総合的
に提供する施設です。
　小浜第一・第二保育園、小浜幼
稚園が統廃合されてできる認定こ
ども園では、平成 25 年４月から
の入園申し込みを受け付けます。
受付期間　10 月１日㊊〜 31 日㊌
入園資格　短時間児（幼稚園児）＝
　平成 20 年４月２日〜 22 年４月
　１日までに生まれた幼児▶長時
　間児（保育園児）＝６カ月〜５歳
　までの乳幼児
※いすれも市内に住所を有するも
　のであること
定員　３歳児＝ 20 人▶ 4 歳児＝
　若干名
延長保育　長時間児のみ 19 時ま
　で
申し込み　短時間児＝小浜幼稚園
　▶長時間児＝各保育園または社
　会福祉課

認定こども園の入園児
社会福祉課☎内線 187

　県では、自殺防止のため深刻な
事態になる前に、声をかけあい必
要な支援を行う「心のサポーター」
を養成する研修会参加者を募集し
ます。
とき　10月10日㊌14時〜17時、
　11 月 20 日㊋９時〜 12 時
ところ　文化会館（大手町）
定員　40 人（先着順・要予約）

心のサポーター養成研修会
心のサポーター事務局☎ 0776・25・0864

とき　10 月５日㊎ 10 時〜 16 時
ところ　市役所（大手町）
内容　社会保険制度全般（健康保険、
　介護保険など）や労働に関する全
　般（雇用保険など）について社会
　保険労務士が相談に応じます

雇用・ねんきん無料相談会
社会保険労務士会嶺南支部☎0770・22・7467

　市では、美しい海と川を将来に
残すため、河川や下水路の水質検
査を毎年実施しています。８月に
市内 14 地点で実施し、水質の現況
は全地点でおおむね良好でした。
　今後も検査を続けるとともに、
下水道および浄化槽の普及促進な
どに取り組んでいきます。
検査地点　弁天川・堀川・多田川・
　森川の７地点、竹原３号水路、
　青井川雨水きょ、遠敷・今富の
　４下水路５地点
検査結果　【pH（水素イオン濃度）】
　すべての検査地点が水質が最も
　良い類型に相当します【SS（浮
　遊・懸

けんだく

濁物質）】すべての検査地
　点が水質が最も良い類型に相当
　します【BOD（生物化学的酸素
　要求量）】14 地点のうち３地点
　が水質が最も良い類型、７地点
　が２番目に良い類型、４地点が
　３番目に良い類型に相当します

河川等の水質検査結果
全地点でおおむね良好

上下水道課☎内線 236
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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㊊、19 日㊎、
　29 日㊊いずれも 10 時〜
ところ　食文化館（川崎３丁目）
内容　野菜入りオムレツ、酢ずい
　き、秋のおみそ汁　など
定員　各 30 人（先着順）
参加費　各 700 円
申込期限　実施日の３日前

レシピ集　販売開始
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

　食文化館では、10 月６日㊏よ
り、「季節の調理体験レシピ集 平
成 23 年度版」を販売します。
　日々の献立にお悩みの皆さん
は、ぜひご購入ください。
料金　１冊 500 円

�スポーツ�

とき　10 月 22 日㊊〜 11 月 22
　日㊍の毎週月、木曜日いずれも
　19 時〜 20 時 30 分
ところ　市民体育館
対象　小学３年生以上 20 人
受講料　700 円
申込期限　10 月５日㊎

小中学生バトミントン教室
市民体育館☎ 53・0064

とき　10 月 26 日㊎〜 11 月 27
　日㊋の毎週火、金曜日いずれも
　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
申込期限　10 月５日㊎

ミニバスケットボール教室
市民体育館☎ 53・0064

熊川いっぷく時代村

　10 月７日㊐
　熊川宿
　熊川地区公民館
　☎ 0770・62・0135

福
ふ く じ

滋県境交流促進協議会
会員市町イベント予定

明治時代のカレーを作ろう
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　10 月 28 日㊐ 10 時〜
ところ　食文化館（川崎３丁目）
内容　カレー、栗ようかん
定員　30 人（先着順）
対象　小学生以上（小学生は保護
　者同伴）
参加費　700 円
申込期限　実施日の３日前

キッチントークショー
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

とき　10 月６日㊏ 10 時〜 12 時
　30 分
ところ　食文化館（川崎３丁目）
テーマ　「日本の雑煮は世界遺産」
　※試食も行います
講師　奥村彪

あ や お

生（伝承料理研究家）
定員　50 人（先着順・当日参加可）
対象　高校生以上
参加費　無料

アートインナガハマ 2012

　10 月６日㊏〜７日㊐
　長浜市街地
　アートインナガハマ事務局
　☎ 0749・65・0393

長浜きもの大園遊会

　10 月 20 日㊏
　長浜市街地
　長浜市観光振興課
　☎ 0749・62・4111

　文部科学省の９月の官報告示で、高
こう

成
じょうじ

寺（青井）が所有する「木造千手観音立
像」と、県立若狭歴史民俗資料館（遠敷）で保管する「世界及日本図八曲屏風」が、
国の重要文化財に指定されることが正式決定しました。
　市内から重要文化財の指定を受けるのは、平成 18 年度以来。これで重要文化財
となる市内の有形文化財は 39 件になりました。

■問い合わせ　文化課☎内線 443国の重要文化財に市内から新たに２件が指定！

　市内の寺院数は 130 以上。人口比率の寺院数は、日本有数と言わ
れています。仏像ブームを追い風に、若狭おばま観光協会では、こ
れらの資源を生かそうと、現在特別公開の仏像バスツアーの運行や、
国指定重要文化財の仏像パンフレットの作成などを行っています。

各パンフレットは、観光案内所（JR 小浜駅前）、商工観光課（庁舎２階）で配布しています。
詳細は、観光協会事務局☎ 53-1111 内線 220 まで。

　  文化財めぐりバスツアー「若狭おばまの秘仏めぐり」

　　とき：10 月 14 日㊐までの土日祝

　　料金：１日コース 4,000 円（昼食代込）、半日コース 1,800 円

　　内容：特別公開の秘仏をめぐるガイド付きバスツアーです

　　定員：各 21 人（先着順・予約者優先）

　　集合・解散場所：JR 小浜駅または道の駅若狭おばま

新幹線高速試験車両一般公開

　10 月６日㊏〜７日㊐
　鉄道総合技術研究所
　米原市商工観光課
　☎ 0749・58・2227

米原曳山まつり

　10 月６日㊏〜８日㊊
　米原駅東口周辺
　米原市商工観光課
　☎ 0749・58・2227

時

場

問

時

場

問

　協議会は、滋賀県と福井県の９市町（長浜市・米原市・高島市・敦賀市・
美浜町・若狭町・小浜市・おおい町・高浜町）で構成され、県境を越え
て交流を深め、協力することで、魅力あるまちづくりを目指しています。

つるが観光物産フェア 2012

　10 月 27 日㊏〜 28 日㊐
　きらめきみなと館
　敦賀市観光振興課
　☎ 0770・22・8128

長
浜

米
原

高
島

敦
賀

若
狭

お
お
い

美
浜

高
浜

産業フェア＆そばフェスタ

食と健康づくりのつどい

　11 月 23 日㊎
　今津総合運動公園
　高島市商工会
　☎ 0740・32・1580
※食と健康づくりのつどい
　は高島市健康推進課
　☎ 0740・25・8078

美浜町民フェア

　11 月 10 日㊏〜 11 日㊐
　美浜町役場周辺特設会場
　美浜町公民館事務室
　☎ 0770・32・1212

若狭高浜ふぐまつり

　11 月３日㊏
　若狭高浜エルどらんど
　高浜町まちづくり課
　☎ 0770・72・7705

おおいうみんぴあフェスタ

　11 月 10 日㊏〜 11 日㊐
　うみんぴあ大飯
　おおい町農林水産振興課
　☎ 0770・77・1111

■福滋県境交流促進協議会に関す
　るお問い合わせは、小浜市企画
　課☎内線 345 まで
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木
もくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう

造千手観音立像

高成寺所有

秘仏により通常は

非公開。機会ある

ごとに公開

詳しくはお問い合

わせください

住所　青井 1-11-1

☎ 52-1409
文化課　橋本主事

　高成寺の観音堂本尊。針葉樹の一木造りで、平安時代前期

の特色である「翻
ほ ん ば し き え も ん

波式衣文」（仏像の衣の表現方法）などが

見られる。９世紀の彫像の中でも優れた作品といわれている。

千手観音は細身の像が多い
のですが、厚みのある胸や
腰、膨らんだ腹部などふく
よかな姿がとても特徴的で
す。頭にある 11 面の面

めんぼう

貌に
も注目です

※　 とき　  ところ　  問い合わせ時 場 問

↑
バ
ス
ツ
ア
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

↓
仏
像
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

世
せかいおよびにほんずはっきょくびょうぶ

界及日本図八曲屏風

福井県所有

若狭歴史民俗資料館保管

通常は非公開。機会ある

ごとに特別展などで公開

詳しくはお問い合わせく

ださい

住所　遠敷 2 丁目 104

☎ 56-0525 文化課　松澤主事

　安土桃山時代の作品。世界図と日本図が一対

に描かれている。同種の重要文化財は国内に３

例しかない貴重な歴史資料。

博物館などで展
示されているこ
の大きな屏

びょうぶ

風を
間近で見ると、
色も鮮やかで迫
力があります


