
■ 10 月カレンダー
日 催し、イベント など 休館日 休日当番医

　1 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「運動会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）
※★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
　（大手町）で小児科医が
　休日診療を行います

　2 日㊍

　3 日㊎

　4 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）
13 時 30 分〜 成人大学講座※（文化会館 ※詳細は P14）
17 時 30 分〜 コンサート『日本の詩』※ （文化会館 ※詳細は P14）

　5 日㊐ ★本馬医院（水取一丁目）
☎ 52・2233

　6 日㊊ 温水プール

　7 日㊋ 9 時 30 分〜 子育てサロン「ベビーキッチン パート 2」※（子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

　8 日㊌

　9 日㊍

 10 日㊎ 10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P18）

 11 日㊏

9 時頃〜遠敷祭り（12 日も・遠敷地区・問商工観光課）
10 時〜 OBAMA 食のまつり（12 日も・白鬚特設会場・問商工観光課）
10 時〜 ふるさと環境フェア 2014（12 日も・若狭総合公園・問環境衛生課）
13 時〜 全国女性落語大会（12 日も・サンホテルやまね ほか・問文化会館）

 12 日㊐ いちせクリニック（南川町）
☎ 53・2415

 13 日㊊㊗
市民サービ
スコーナー
市立図書館

★小津外科医院（日吉）
☎ 52・0072

 14 日㊋ 9 時 30 分〜 すくすく広場（市内公立保育園・問子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館
温水プール

 15 日㊌ 9 時 30 分〜 なかよしタイム※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 16 日㊍

 17 日㊎

 18 日㊏
9 時〜 秋季市民グラウンドゴルフ大会※ （総合運動場 ※詳細は P14）
9 時 45 分〜 水

み
土
ど

里
り

ウォーク inOBAMA ※ ( 松永地区周辺 ※詳細は P14）
10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P18）

 19 日㊐ 9 時〜 市民体育祭（総合運動場・問市民体育館☎ 53・0064）
市民サービ
スコーナー
市立図書館

★木村医院（四谷町）
☎ 53・1260

 20 日㊊ 10 時〜 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P18） 温水プール

 21 日㊋ 市立図書館

 22 日㊌ 9 時 30 分〜 子育てサロン「子育て講演会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 23 日㊍

 24 日㊎

 25 日㊏ 18 時 30 分〜 若狭小浜海のシルクロード音楽祭 2014 ※（明通寺 ※詳細は P14）

 26 日㊐ 9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）
13 時 30 分〜  P−1 グランプリ『秋の陣』※（道の駅若狭おばま ※詳細は P14）

★田中整形外科医院
（千種一丁目）☎ 52・6868

 27 日㊊ 9 時 30 分〜16 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター） 温水プール

 28 日㊋ 市立図書館

 29 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「10 月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

 30 日㊍

 31 日㊎ 20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

広報おばま　平成 26. 10 ㉔㉕ 広報おばま　平成 26. 10

※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。※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。

編 

集 

後 

記

●放生祭 2 日目の取材に行きまし
た▶前日の朝方に雨が降ったもの
の、この日は朝からいい天気で、
演し物を追いかけ自転車をこぐと
汗がじわっと流れました▶昨年は
竜巻や台風の襲来により、例年に
比べると少しさびしい感じでした
が、若狭地方最大の秋祭りは、今
年は大きな災害もなく好天に恵ま
れ、出演者と大勢の人々で小浜の
まちに活気があふれていました（和）

● 7 月に実施した広報アンケートに
ご協力いただきました皆さん、あり
がとうございました▶結果を踏まえ
て、今月号から「広報おばま」をリ
ニューアルしました▶イベント情報
や写真の充実、人物紹介コーナーの
拡大、読みやすい字体の採用、舞鶴
市との紙面交流の開始、表紙タイト
ルも市内小学生に書いていただきま
した▶広報では、今後もよりよい紙
面づくりに取り組んでいきます（松）

人の動き（9月1日現在） 

・人口 30,634 人
　（前月比 -38 人）
　（前年同月比 -438 人）
　男性 14,935 人
　女性 15,699 人
　世帯数 11,836 世帯

・異動　転入 40 人
　　　  転出 67 人
　　　  出生 20 人　
　　　  死亡 31 人

小浜市小浜広峰 55
☎ (0770)52-0748 ・FAX(0770)52-0853

お気軽にお問い合わせください
お墓ディレクター（1級）在籍

（日本石材産業協会登録第12-100024号）

㈲杉田石材店

先祖供養のご相談は
是非当社へ！！ 
安心と信頼  地元の石屋さん

■各種相談日程
相談名 開催日 時間 会場 問い合わせ

結婚相談 2 日㊍、16 日㊍ 9 時 30 分〜11 時 30 分
文化会館 社会福祉課☎ 64・6011

結婚相談（本人のみ） 25 ㊏ 13 時 30 分〜15 時 30 分

出張年金相談
2 日㊍、9 日㊍、
16 日㊍、23 日㊍、
30 日㊍

10 時〜15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9904

法律相談（消費生活トラブル）※ 2 日㊍ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830
家庭教育相談 4 日㊏、18 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336
エイズ・肝炎相談、検査 6 日㊊、20 ㊊ 9 時〜10 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
精神保健相談※ 7 日㊋、21 日㊋ 9 時 30 分〜11 時 30 分 若狭健康福祉センター 同☎ 52・1300
心配ごと相談 8 日㊌ 13 時〜16 時 総合福祉センター 社会福祉協議会☎ 56・5800
特設人権相談 15 日㊌ 13 時〜15 時 働く婦人の家 法務局☎ 52・0238

高齢者専門相談（法律）※ 16 日㊍ 13 時〜16 時 嶺南地域福祉相談・
介護実習普及センター 同☎ 52・7832

建築相談※ 16 日㊌ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

身体障がい者相談 17 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

スクスク元気っ子教室 21 日㊋ 10 時〜10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222

行政相談 21 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎ 64・6009

母乳育児相談 27 日㊊ 10 時 30 分〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

タブレット・ライトプランをご利用下さい。

インターネットサービスは

　おーちゃんネット
最大 200Mbps 3,780 円 （税込／月額）

　　　　　　　　    株式会社ケーブルテレビ若狭小浜
　　　　　   　　　　　   Tel  0770-52-7200

福井県の誕生
中島辰男・著/文芸社

福井県はこうして生まれた！

幕末から明治中期に
いたる近代史論考
越前国、若狭国での
福井県成立のルーツ
を探る！

A6（文庫）判・並製・256 頁
定価（本体 700 円＋税）  書店販売中

【訂正とお詫び】先月号のアート＆カルチャーで「三
さいぐさ

枝昂
たかゆき

之」さんのふりがなを、誤って
　　　　　　　「三

さえぐさ

枝昂
たかゆき

之」と表記してしまいました。訂正してお詫び申し上げます。


