
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

広報おばま　平成 28. 2 ⓴㉑ 広報おばま　平成 28. 2 

※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。

編 

集 

後 

記

●新年を迎え、地域の伝統行事を取
材させていただく機会が増えていま
す▶取材をしていると、行事の内容
はもちろんですが、先人から受け継
いできた文化と向き合い、残そうと
する人の姿に、いつも感動がありま
す▶「伝統とは、形ではなく、その
魂、精神を継承すること」は、柔道
の父・嘉

か の う

納治
じ ご ろ う

五郎の言葉▶今に息づ
く小浜の行事と、それを支える人の
姿を今年も追い続けていきます（松）

●前回の小欄で雪の話を書きました
が、温暖化特集を象徴するような暖
冬で、杞憂に終わりましたね▶さて
雪の無い新年を迎えて、何か新年か
ら変えたことはあるでしょうか▶先
般亡くなった英歌手のデヴィッド・
ボウイは、最期まで変革を好んだ音
楽家でしたが、何かを変革するには
新年は絶好のチャンス▶新年を機
に、一年間変革の精神を持ち続けて、
仕事にも挑んでいきたいですね（仲）

人の動き（1月1日現在） 

・人口 30,364 人
　（前月比 -21 人）
　（前年同月比 -226 人）
　男性 14,799 人
　女性 15,565 人
　世帯数 11,896 世帯

・異動   転入 44 人
　　　  転出 44 人
　　　  出生 11 人　　
　　　  死亡 32 人

相談名 開催日 時間 ところ 問い合わせ

弁護士無料相談※ 2 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 4 日㊍、18 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）※ 4 日㊍ 14 時〜16 時 嶺南消費生活センター 同☎ 52・7830

出張年金相談※ 9 日㊋、25 日㊍ 10 時〜12 時、
13 時〜15 時 文化会館 敦賀年金事務所

☎ 0770・23・9905

行政相談 23 日㊋ 13 時 30 分〜14 時 30 分 市役所 401 会議室 市民協働課☎内線 373

高齢者専門相談（法律）※ 18 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

■今月の
子育て情報

心配ごと相談
とき：10 日㊌　
　　　13 時〜16 時
ところ：サン・サンホーム
　　   小浜
　　   問同☎ 56・5802

（介護など生活での困り
ごとの相談に応じます）

■体や心・
生活の相談

身体障がい者相談
とき：19 日㊎　
　　　13 時〜14 時
ところ：公立小浜病院問社会
　　　 福祉課☎ 64・6012

（身体障害者手帳の交付・
更新、補装具の交付など
の相談に応じます）

子育てサロン※

とき：2 日㊋　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386

（子育て相談会やクッキ
ングなど、育児のアイディ
アを提供しています）

のびのび広場※

とき：17 日㊌　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386

（季節に応じた製作や運動
会など、子どもが楽しむ親
子あそびを提供します）

誕生会※

とき：24 日㊌　
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：子育て支援センター
　　　問同☎ 56・3386

（今月に誕生日を迎える
お子さんのお祝いをしま
しょう）

エイズ・肝炎相談、検査
とき：1 日㊊、15 日㊊
　　　9 時〜10 時 30 分
ところ：若狭健康福祉センター
　　　 問同☎ 52・1300

（匿名で、エイズ・肝炎
に関する相談や、検査を
受けることができます）

精神保健相談※

とき：2 日㊋、16 日㊋
　　　9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：若狭健康福祉センター
　　　 問同☎ 52・1300

（心の病気や、心の悩みに
関する相談に応じます）

家庭教育相談
とき：6 日㊏、20 日㊏
　　　14 時〜17 時
ところ：中央公民館
　　　問同☎ 53・1336

（青少年との親子関係や
家庭における悩みなどの
相談に応じます）

カフェ・ぽ〜れ
とき：11 日㊍㊗　
　　　13 時 30 分〜15 時
ところ：花水木（鹿島 123）
　　　問坂

さ か が み

上和
か ず よ

代さん☎
　　　 090・5686・4147

（認知症など高齢者の相談  
窓口です ※参加費 100 円）

スクスク元気っ子教室
とき：16 日㊋　
　　　10 時〜10 時 30 分受付
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222

（離乳食の試食や相談、発
育・発達、育児など子育て
相談。身体計測も可能です）

子育てワイワイ広場
とき：8 日㊊、22 日㊊
　　　9 時 30 分〜12 時
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222

（未入園児の親子に 2 階
和室を開放しています。
交流の場としてどうぞ）

母乳育児相談
とき：8 日㊊、22 日㊊
　　　10 時 30 分〜11 時 30 分
　　　※ 22 日は 11 時〜
ところ：健康管理センター
　　　 問同☎ 52・2222

（22日は10 時〜11 時に  
 「断乳の話」も行います）

■法律や行政・その他の相談

■今月の休館日 ■今月の窓口

1 階窓口延長

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。

税の納付窓口

夜間納付窓口
29 日㊊：20 時まで

休日納付窓口
28 日㊐： 9 時〜17 時

■今月の休日当番医

※★印のついた当番医の日は、小児患者
　は、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

  7 日㊐：★木村医院（四谷町）
　　　　  ☎ 53・1260
11 日㊍㊗：★田中整形外科医院
　　　　　（千種一丁目）
　　　　  ☎ 52・6868
14 日㊐：しんたに医院（千種一丁目）
　　　　  ☎ 53・1751
21 日㊐：★山手医院（山手一丁目）
　　　　  ☎ 53・5511
28 日㊐：中山クリニック（多田）
　　　　  ☎ 56・5588

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

市立図書館
2 日㊋・9 日㊋・11 日㊍㊗・
16 日㊋・21 日㊐・23 日㊋・
24 日㊌

若狭図書学習センター
1 日㊊・8 日㊊・12 日㊎・
15 日㊊・22 日㊊・
25 日㊍（2Fのみ）・29 日㊊

市民サービスコーナー
11 日㊍㊗、21 日㊐

温水プール
1 日㊊・8 日㊊・15 日㊊・
22 日㊊・29 日㊊

全園すくすく広場※

とき：9 日㊋　
　　　　 9 時 30 分〜11 時 30 分
ところ：市内各公立保育園

（市内の公立保育園を開
放しています。親子あそ
びの場を提供します） 
※認定こども園は対象外

特設人権相談
とき：17 日㊌　
　　　13 時〜15 時
ところ：働く婦人の家問法
　　   務局☎ 52・0238

（悩みごと、心配ごとの
ある人は、気軽に相談し
てください）


