■ 12 月カレンダー
日

※印のついた催しは要予約です。
内容は変更される場合があります。
催し、イベント など

1 日㊐

9 時 30 分〜 チャリティバザー（働く婦人の家

休館日

2 日㊊

温水プール

3 日㊋

9 時 30 分〜 ベビーキッチン※（子育て支援センター☎ 56・3386） 市立図書館

4 日㊌
5 日㊍

※★印のついた医院が休日
当番医の場合、
杉田玄白記
念公立小浜病院で小児科
医が休日診療を行います

6 日㊎
7 日㊏

13 時 30 分〜 認知症を知ろう（ボランティアセンター

※詳細は P13）

★にしお内科クリニック
☎ 53・2407

8 日㊐
9 日㊊
10 日㊋

※印のついた相談は要予約です。相談は基本的に無料です。内容は変更される場合があります。

相談名

休日当番医

★山手医院
☎ 53・5511

※詳細は P12）

■各種相談日程

開催日

エイズ・肝炎相談、検査

2 日㊊、16 日㊊

9 時〜 10 時

精神保健相談※

3 日㊋、17 日㊋

9 時 30 分〜 11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

特設人権相談

5 日㊍、6 日㊎

14 時〜 18 時

働く婦人の家

5 日㊍、
12 日㊍

10 時〜 15 時

市役所 1 階市民相談室 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9904
文化会館

出張年金相談※

生涯学習スポーツ課☎ 64・6033

結婚相談

5 日㊍、19 日㊍

9 時 30 分〜 11 時 30 分 文化会館

社会福祉課☎ 64・6011

家庭教育相談

7 日㊏、21 日㊏

14 時〜 17 時

同☎ 53・1336

母乳育児相談

9 日㊊

10 時 30 分〜 11 時 30 分 健康管理センター

同☎ 52・2222
社会福祉協議会☎ 56・5800

中央公民館

心配ごと相談

11 日㊌

13 時〜 16 時

10 時〜 季節の調理体験※（食文化館

市立図書館

子育て相談

17 日㊋

10 時〜 10 時 30 分受付 健康管理センター

行政相談

17 日㊋

13 時 30 分〜 14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎ 64・6009

身体障がい者相談

20 日㊎

13 時〜 14 時

公立小浜病院

高齢者専門相談（法律）※ 19 日㊍

13 時〜 16 時

嶺南地域福祉相談・介
同☎ 52・7832
護実習普及センター

※詳細は P13）

9 時 30 分〜 のびのび広場「合同クリスマス会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

13 日㊎

10 時〜 季節の調理体験※（食文化館

14 日㊏

11 時〜、14 時 30 分〜 よんでよんでかみしばい（市立図書館☎ 52・1042）
10 時〜 ヨーガとセルフケア講座※（働く婦人の家 ※詳細は P13）

※詳細は P13）

13 時〜 杉田玄白賞表彰式・講演会（公立小浜病院 ※詳細は P14）

温水プール

17 日㊋

市立図書館

安心と信頼 地元の石屋さん

㈲杉田石材店
お墓ディレクターが 承ります
お気軽にお問い合わせください

19 日㊍
20 日㊎

14 時〜 食達デリ「今年の暮れはマイそばで迎えよう」※（食文化館☎ 53・1000）

21 日㊏

14 時〜 食達デリ「鮮やか 5 色だんご作り」※（食文化館☎ 53・1000）

22 日㊐

10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P13）
9 時〜 17 時 休日納付窓口開設（税務課）

小浜市小浜広峰 55
☎ (0770)52-0748
★木村医院
☎ 53・1260
市立図書館

23 日㊊㊗

★小津外科医院

市民サービス
☎ 52・0072
コーナー

市立図書館

24 日㊋

温水プール

25 日㊌

9 時 30 分〜 のびのび広場「12 月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

26 日㊍

19 時 30 分〜 生花で迎春アレンジ講座※（働く婦人の家 ※詳細は P13）
20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

広告募集中！！

人の動き
（11月1日現在）
市立図書館
温水プール

しんたに医院
市民サービス
☎ 53・1751
コーナー

30 日㊊
※年末年始の公共施設やごみの収集などの業務ガイドは、
P15 をご覧ください

★藤村クリニック
☎ 53・2471

地区ごとのゴミ収集カレンダー（2 月に全戸配布）が必要な人は郵送しますので、市民協働課☎ 64・6009
までご連絡ください。チャンネル O データ放送もしくは市公式ホームページでも見ることができます。
平成 25.12

・人口 31,060 人

（前月比 -10 人）

（前年同月比 -331 人）
男性 15,168 人
女性 15,892 人

世帯数 11,865 世帯
・異動

転入 47 人

転出 44 人
出生 16 人
死亡 29 人

らくらく録画

★録画も録画予約もリモコンボタン１つで OK ！
★ HDD 大容量（１TB）搭載で地上波なら約 120 時間録画
★ W チューナー内蔵で２つの番組を同時録画

取付け料金

19,950 円（税込）

※ BS・CS 放送をご覧頂くには視聴プラン「基本２」又は
「基本３」のご契約が必要です

お申込み・お問合せ
（株）
ケーブルテレビ若狭小浜
電話代表 5 2 - 7 2 0 0

集後記

29 日㊐

★田中整形外科医院
☎ 52・6868

録画機能付き STB で地上波・BS・CS 放送が

広報おばまに広告を掲載してい
ただける方を募集しています。
（個人・企業は問いません）
料金 １カ月１万円
要件 広報おばま広告掲載取扱
要綱に基づき、法令に違反し
ない、公の秩序または善良な
風俗に反しないなどの制限が
あります
■問い合わせ 市民協働課☎ 64・6009

温水プール

28 日㊏

チャンネル O の

編

27 日㊎

総合福祉センター

先祖供養のご相談は是非当社へ！！

14 時〜 おせちづくり「洋風おせち」※（食文化館☎ 53・1000） 市民サービス
いちせクリニック
14 時〜 クリスマスリース＆しめ飾り講座※（道の駅☎ 56・3366） コーナー
☎ 53・2415
15 時〜 第 21 回若狭小浜第九演奏会（文化会館 ※詳細は P12） 市立図書館

16 日㊊

広報おばま

若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300

19 日㊍、26 日㊍ 10 時〜 15 時

18 日㊌

⓳

問い合わせ

温水プール

12 日㊍

31 日㊋

会場

9 時 30 分〜 子育てワイワイ広場（健康管理センター）

11 日㊌

15 日㊐

時間

●今月はさまざまな催しの取材に行
きました▶その中で強く印象に残っ
たのは、楽笑ビクスやいきいきシル
バーフェアなどで年配の人々が大笑
いしたり楽しそうに会話したり体操
したりとてもいきいきしていたこと
です▶病気にかかったりしないとな
かなか健康の大切さが実感できない
のですが、皆さんを見習い将来元気
に楽しく過ごせるように運動習慣を
身につけなければと思いました（和）

同☎ 52・2222

社会福祉課☎ 64・6012

若狭ふぐ 宅配します
セットで１万円からご用意しております

ご家庭で、あるいは親しい仲間との
ひとときにぜひ若狭ふぐをご賞味くだ
さい。又、
初秋より早春にかけての季節、
当組合加盟店で、若狭ふぐのコース料
理をご堪能ください。
取扱期間

11 月初旬〜３月中旬

お申し込みの問い合わせは

こちらへ

阿納ふぐ組合

小浜市阿納

☎ 54・3555

カニ・フグ・会席・宴会メニュー

忘・新年会は民宿で！

阿納観光協会 ☎ 54・3450
犬熊観光協会 ☎ 54・3136（民宿上丞）
志積観光協会 ☎ 54・3429（民宿いよもん）
矢代観光協会 ☎ 090・7745・0214
田烏観光協会 ☎ 54・3037
西小川観光協会☎ 52・2809（民宿なかやま）
宇久観光協会 ☎ 52・2854（民宿たにひさ）
市街地
☎ 52・0631（民宿さわ）
まずは気軽にお電話ください
若狭小浜民宿推進協議会

●裏表紙に掲載の花嫁行列を取材し
ました▶西組協議会を中心とした有
志で企画されたこの行列。沿道には
大勢の住民らが並び、口々に「おめ
でとう」と祝福の言葉▶「一生の間
に一人の人間を幸福にすることがで
きれば自分の幸福なのだ」は、作家・
かわばた やすなり
川端康成の小説の一編▶この日、ほ
のかな明かりが灯る夕暮れの街角に
は、誰かの喜びを祝い、幸せにでき
る多くの人が集まっていました（松）

広報おばま

平成 25.12

⓲

№ 720

市では、メールで災害や避難の情報を知らせ
ています。ウェブサイト（ http://bousaiobama.
）か、下 記 の Ｑ Ｒ コ ー ド を 携 帯 電
mail-dpt.jp/
話で読み取り、手続きを行ってください。

平成 25 年 11 月 25 日（月）発行

広報おばま

晩秋の小道

■発行

明通寺の庭園横の小道。紅く染まった庭園のもみじと山肌の木々の黄色や緑色
■編集

まちのニュースを写真でお届けします！
Hot Photo
〒 917-8585

福井県小浜市

が鮮やかなコントラストをなしていました。
（11 月 9 日撮影）

企画部市民協働課

☎ 64・6009

小浜市大手町 6 番 3 号

ホッとフォト

防災メール

明通寺（門前）

登録しよう！

一枚

広報おばま

平成 25.

12

⓴

http://www1.city.obama.fukui.jp/

若狭東高校が激突
（11 月 10 日・総合運動場）

●ホームページ

左下／高校ラグビー県大会決勝。若狭高校と

kouhou@city.obama.lg.jp

く花嫁行列。住民らが祝福
（11 月 9 日・貴船）

若越印刷（株）小浜営業所

左上／伝統的な町並みが残る小浜西組を歩

●電子メール

そうに食べる園児（11 月 8 日・口名田保育園）

●印刷

上／焼き芋の後、焼いたマシュマロをおいし

