
広告募集中！！
　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

■ 3 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〜 象の駅カキまつり（旧阿納尻小学校 ※詳細は P10）
14 時〜 朗読会 白百合の崖（山川登美子記念館 ※詳細は P10）

★吉井医院（塩竃）
☎ 52・0028

　2 日㊊ 温水プール

　3 日㊋ 市立図書館

　4 日㊌ 9 時 30 分〜 子育てサロン「子育て相談会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

　5 日㊍

　6 日㊎

　7 日㊏

　8 日㊐ 9 時 30 分〜 働く婦人の家講座発表会（働く婦人の家 ※詳細は P12）
13 時 20 分〜 2015 ふるさと就職フェア in 若狭（若狭図書学習センター・問商工観光課）

★田中病院（遠敷十丁目）
☎ 56・5353

　9 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

 10 日㊋ 市立図書館

 11 日㊌ 9 時〜 つきイチ『バラエティー』（13 日まで・庁舎市民ホール ※詳細は P10）
9 時 30 分〜 なかよしタイム※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 12 日㊍

 13 日㊎

 14 日㊏
10 時 30 分〜 食文化館リニューアルオープン（食文化館）
10 時〜 伝統工芸無料体験（食文化館 ※詳細は P12）
11 時〜、14 時 30 分〜 よんでよんでかみしばい（市立図書館☎ 52・1042）

 15 日㊐ 10 時〜 伝統工芸無料体験（食文化館 ※詳細は P12）
市立図書館
市民サービ
スコーナー

西津診療所（北塩屋）
☎ 52・1560

 16 日㊊ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12） 温水プール

 17 日㊋ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12） 市立図書館

 18 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「お別れ会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 19 日㊍

 20 日㊎

 21 日㊏㊗ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P12）
10 時 30 分〜 家庭教育講演会（中央公民館 ※詳細は P10）

市立図書館
市民サービ
スコーナー

★にしお内科クリニック
（南川町）☎ 53・2407

 22 日㊐ ★本馬医院（水取一丁目）
☎ 52・2233

 23 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

 24 日㊋ 市立図書館

 25 日㊌ 9 時〜、13 時〜 献血（小浜市役所・問社会福祉課）
9 時 30 分〜 のびのび広場「3月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）市立図書館

 26 日㊍

 27 日㊎

 28 日㊏

 29 日㊐ 9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）
14 時〜 はまかぜ寄席（はまかぜプラザ ※詳細は P10）

いちせクリニック（南川町）
☎ 53・2415

 30 日㊊ 温水プール

 31 日㊋ 20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課） 市立図書館

広報おばま　平成 27. 3 ⓲⓳ 広報おばま　平成 27. 3  

※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。
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●きらり！小浜人の取材でオープン
準備中の花

はな
水
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さんに伺いました▶
紹介させていただいた松

まつ
本
もと

さんらを
中心に皆さんが和気あいあいと準備
作業をされています▶建物の内外装
はほぼ保育園当時のままですが、皆
さんが苦労して集めたり作ったりし
た備品などで手作り感にあふれてい
ました▶そして何よりも印象的だっ
たのは皆さんがとても楽しそうで、
生き生きとされてたことでした（和）

● P6、7 掲載の「人口問題」の記事
を担当しました▶新成人や高校生へ
の取材を通して感じたのは、みんな
生まれ育った土地やそこで暮らす人
への確かな愛情を持っているという
こと▶記事中に登場する本『地方消
滅』で、著者の増

ま す だ

田寛
ひ ろ や

也さんは、地
縁や血縁の結びつきを強め、相互に
支え合える仕組み作りを呼びかけま
す▶今後も、広報ではこのテーマを
追い続けていきたいと思います（松）

人の動き（2月1日現在） 

・人口 30,548 人
　（前月比 -42 人）
　（前年同月比 -381 人）
　男性 14,894 人
　女性 15,654 人
　世帯数 11,836 世帯

・異動   転入 42 人
　　　  転出 60 人
　　　  出生 17 人　　
　　       死亡 41 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

エイズ・肝炎相談、検査 2 日㊊、16 日㊊ 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※ 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

弁護士無料相談※ 3 日㊋ 13 時 30 分〜15 時 働く婦人の家 福井弁護士会☎ 0776・23・5255

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

出張年金相談 5 日㊍、12 日㊍、
19 日㊍、26 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所

☎ 0770・23・9905

家庭教育相談 7 日㊏ 14 時〜17 時 中央公民館 同☎ 53・1336

母乳育児相談 9 日㊊、23 日㊊ 10 時 30 分〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

心配ごと相談 11 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5800

くらしなんでも相談 14 日㊏ 10 時〜13 時 勤労福祉会館 福井県労働者福祉協議会
☎ 0776・21・5929

スクスク元気っ子教室 17 日㊋ 10 時〜10 時 30 分受付 健康管理センター 同☎ 52・2222

行政相談 17 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所 4 階 401 会議室 市民協働課☎ 64・6009

特設人権相談 18 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）※ 19 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

身体障がい者相談 20 日㊎ 13 時〜14 時 公立小浜病院 社会福祉課☎ 64・6012

BS・CS 放送を楽しみませんか
もっとテレビを楽しむキャンペーン実施中！

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

キャンペーン特典
★工事費（5,400円）無料！
★ご契約の方に3,000円分のギフト券プレゼント！

●地上波+BS放送　   　　     2,484円
●地上波+BS放送+CS放送   2,916円（月額）

ミラノ国際博覧会ツアー　
　　　　　　 　7月20日㊊㊗に日本館に出展します

小浜市ブースを始め、世界の食の探訪
とミラノ・ローマの観光地を巡ります。
日程　7 月 19 日㊐〜 24 日㊎  6 日間 
          小浜市発着、中部空港利用
料金　お一人様 399,800 円
　　　（最少催行人員 10 名様、空港
　　　 税等・燃油サーチャージ含む）
問い合わせ　JTB 中部福井支店
☎ 0776・27・7712（土日祝日休業）

※★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


