
■ 7 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「七夕（制作）」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

　2 日㊍
　3 日㊎ 19 時 30 分〜 初心者のための茶道教室※（働く婦人の家 ※詳細は P8）

　4 日㊏ 10 時〜 協働のまちづくり研修会（小浜商工会議所 ※詳細は P8）

　5 日㊐ 中山クリニック（多田）
☎ 56・5588

　6 日㊊ 温水プール

　7 日㊋ 市立図書館

　8 日㊌ 9 時 30 分〜 子育てサロン「救命士さんのお話」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

　9 日㊍
 10 日㊎

 11 日㊏
10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P11）
10 時 30 分〜 よちよちおはなしかい（0 〜 2 歳向け・市立図書館☎ 52・1042）
11 時〜、14 時 30 分〜 なかよしおはなしかい（3 歳以上向け・市立図書館☎ 52・1042）
13 時 30 分〜 サマー求人企業説明会（JA 若狭会館 ※詳細は P12）

 12 日㊐ ★吉井医院（塩竃）
☎ 52・0028

 13 日㊊ 9 時 30 分〜12 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター）
10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P11） 温水プール

 14 日㊋ 10 時〜13時 季節の調理体験※（食文化館 ※詳細は P11）
9 時 30 分〜 すくすく広場※（子育て支援センター☎ 56・3386） 市立図書館

 15 日㊌
 16 日㊍
 17 日㊎ 19 時 30 分〜 初心者のための茶道教室※（働く婦人の家 ※詳細は P8）

 18 日㊏ 10 時 30 分〜 夏休みお楽しみ映画会（若狭図書学習センター☎ 52・2705）

 19 日㊐
市立図書館
市民サービ
スコーナー

★田中病院（遠敷十丁目）
☎ 56・5353

 20 日㊊㊗
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

 21 日㊋ 13 時 30 分〜 職員採用候補者試験説明会※（市庁舎 ※詳細は P13）
温水プール
市立図書館

 22 日㊌ 9 時〜 夏休みイキイキ体験講座※（働く婦人の家 ※詳細は P8）

 23 日㊍

 24 日㊎ 9 時〜 夏休みイキイキ体験講座※（働く婦人の家 ※詳細は P8）
14 時〜 献血（杉田玄白記念公立小浜病院問社会福祉課）

 25 日㊏ 9 時〜 古着回収・廃小型家電 BOX 回収（環境衛生課 ※詳細は P10）
11 時〜おばま児童文学会「風夢」のおはなし会（市立図書館☎ 52・1042）

 26 日㊐ 8 時 30 分〜 社会奉仕デー（環境衛生課 ※詳細は P10）
9 時〜17 時 休日納付窓口開設（税務課）

★にしお内科クリニック
（南川町）☎ 53・2407

 27 日㊊ 9 時 30 分〜12 時 子育てワイワイ広場（健康管理センター）

 28 日㊋ 9 時〜 夏休みイキイキ体験講座※（働く婦人の家 ※詳細は P8） 市立図書館

 29 日㊌ 9 時 30 分〜 のびのび広場「7月お誕生会」※（子育て支援センター☎ 56・3386）

 30 日㊍ 10 時 30 分〜、15 時〜 石ころペイントとミニおはなし会※（市立図書館 ※詳細は P8）

 31 日㊎ 20 時まで 夜間納付窓口開設（税務課）

広報おばま　平成 27. 7 ⓲⓳ 広報おばま　平成 27. 7 

※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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●広報の表紙では、毎月市内の子ど
もたちの生き生きとした活動や輝
く笑顔を掲載しています▶昨年 10
月からは、題字も市内小学校にお願
いをして、小学生の創造性あふれる
字を提供していただいています▶

「子どもには、すべてに対して、最
も大きな可能性がある」は、ロシア
の文豪・トルストイの言葉▶これか
らも、可能性に満ちた小浜の子ども
たちの姿をお届けしていきます（松）

●日々取材に奔走していると、「小
浜は巨大な街である」というやや反
語的な言葉が脳裏に浮かびます▶さ
まざまな表情を見せる風景、さまざ
まな人生を生きる人たち、そして途
方もないほど積み重なった歴史▶ど
れも当たり前のことですが、改めて
実感しています▶この小さくて巨大
な街は、まだまだ魅力を隠し持って
いるのでしょうか▶その一端でも紙
面でお伝えできれば、と思います（仲）

人の動き（6月1日現在） 

・人口 30,456 人
　（前月比 -6 人）
　（前年同月比 -216 人）
　男性 14,846 人
　女性 15,610 人
　世帯数 11,859 世帯

・異動   転入 50 人
　　　  転出 51 人
　　　  出生 16 人　　
　　　  死亡 21 人

■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

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

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

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

弁護士無料相談※ 7 日㊋ 13 時 30 分〜15 時 働く婦人の家 福井弁護士会☎ 0776・23・5255

心配ごと相談 8 日㊌ 13 時〜16 時 サン・サンホーム小浜 社会福祉協議会☎ 56・5802

出張年金相談 9 日㊍、23 日㊍ 10 時〜12 時、13 時〜 15 時 文化会館 敦賀年金事務所
☎ 0770・23・9905

母乳育児相談 13 日㊊、27 日㊊ 10 時 30 分〜 11 時 30 分 健康管理センター 同☎ 52・2222

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
法律相談（多重債務）※ 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☎内線 373

なんでも無料相談会（法律）※ 26 日㊐ 13 時〜 16 時 Antique Cafe あさい WLP 事務所☎ 56・5533

※★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
※毎週金曜日（祝日・年末年始を除く）、市役所 1 階の窓口（市民課・健康長寿課・社会福祉課・税務課・環境衛生課・会計課）
　では、執務時間を 18 時 30 分まで延長しています

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


