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�健康・福祉�

�イベント �

つきイチ『バラエティー』

成人大学講座「小浜の魅力と
観光まちづくり」

文化会館☎ 53・9700

生涯学習スポーツ課☎ 64・6033

　市文化協会では、文化活動に
親しんでもらおうと、毎月１回
〝つきイチ『バラエティー』〟と称
して発表会（無料）を開いていま
す。
と　き　６月 22 日㊌
　　　　12 時 20 分〜13 時
ところ　庁舎市民ホール（大手町）
内　容　正

せ い は ほ う が く か い

派邦楽会「雅
みやびかい

会」の箏
　　　　二重奏。雅

がしゅう

秀＆雅
が よ う

耀が初
　　　　ライブに挑戦 と　き　6 月 11 日㊏

開講式 13 時 20 分〜
講演13 時 30 分〜

ところ　中央公民館（大手町）
内　容　川

かわかみ

上洋
よ う じ

司さん（福井大学
　　　　教授）による講演
料　金　無料

�お知らせ�

がん検診医療機関の追加・修正

ちち★ははサポートクラブ

健康管理センター☎ 52・2222

母と子の家児童発達支援センター☎ 53・2603

●杉田玄白記念公立小浜病院（大手町）
　胃がん検診が受けられます。対
　象年齢、費用詳細については確
　認事項があります。希望する人
　は、電話または窓口で問い合
　わせてください
●杉田玄白記念公立小浜病院（大手町）
　若狭高浜病院（高浜町）
　乳がん検診は、マンモグラフィ
　に加え、視触診も併せて受け
　ることができます。受診料金
　は変わりません
●田中整形外科医院（千種一丁目）

大腸がん検診が受けられます

　県発達障害児者支援センター
「スクラム福井」と市では、発達
障がいの子どもを育てている人が
集い、学校のことなどを自由に語
り合い、情報交換を行う「ちち☆
ははサポートクラブ」を開きます。
と　き　6 月 25 日㊏

10 時〜 12 時
ところ　サン・サンホーム小浜（遠敷）
参加費　無料

生活習慣病検診
健康管理センター☎ 52・2222

と　き　6 月 6 日㊊、10 日㊎、14
日㊋、22 日㊌、28 日㊋、
30 日㊍

ところ　健康管理センター（南川町）
※10 日㊎は中名田公民
館、14 日㊋は、松永公
民館、22 日㊌は、田烏
漁 業 組 合、28 日 ㊋ は、
宮川公民館

内　容　特定（基本）健診、がん検
　　　　診（肺・胃・大腸・子宮頸・
　　　　乳・前立腺）、C・B 型肝
　　　　炎ウィルス検査、骨検診

※ 10 日、14 日、22 日、
　28 日は子宮頸がん・
　乳がん検診なし

※検診日の 7 日前までに申し込ん
　でください
※特定健診は、加入の健康保険者
　が発行した受診券が必要

28年経済センサス−活動調査

　7 月 24 日㊐執行予定の小浜市
長選挙の立候補予定者説明会を開
きます。
　立候補を予定している人、また
は代理人は出席してください。
と　き　6 月 24 日㊎
　　　　9 時 30 分〜
ところ　文化会館（大手町）
その他　参加する人は筆記用具を

持参してください

市民協働課☎ 64・6009

親子音楽イベント
「オトユウラク」

　親子で楽しむ音楽ワークショッ
プです。
と　き　6 月 12 日㊐
　　　　13 時 30 分〜
ところ　働く婦人の家（大手町）
内　容　プロドラマーの「手

て か ず お う

数王」
　　　　菅

すがぬま

沼孝
こうぞう

三さんによるドラ
　　　　ムワークショップ
料　金　親子1組1,000 円（大人 1

人、小学3年以下2人まで）
　　　　小学 4 年以上 500 円、
　　　　高校生以上 1,000 円

文化会館☎ 53・9700

しりつとしょかん おはなしかい
と　き　6 月 11 日㊏
　　　　① 10 時 30 分〜
　　　　② 11 時〜
　　　　③ 14 時 30 分〜
内　容　① 0〜2 歳向け
　　　　②③ 3 歳以上向け

■問い合わせ　市立図書館☎ 52・1042

市立図書館　今月のイベント

おばま児童文学会「風
ふ う む

夢」
のおはなし会

と　き　6 月 25 日㊏
　　　　11 時〜

※場所はいずれも
　市立図書館（白鬚）

古文書に親しむ講座（全 6 回）
働く婦人の家☎ 52・7002

　若狭地区に残る文書を中心
に、「変体がな」や「くずし字」など
を学び古文書に親しむ講座です。
と　き　6 月 18 日㊏、7 月 16 日
　　　　 ㊏ほか  いずれも 13 時 30
　　　　　分〜15 時
ところ　働く婦人の家（大手町）
内　容　若狭の古文書、梅

う め だ

田雲
う ん ぴ ん

浜
と安政の大獄など

講　師　中
なかじま

島嘉
よしふみ

文さん（県史編纂
担当）、宇

う さ み

佐美雅
ま さ き

樹さん
（県文書館主任）、有

あ り ま

馬
香
か お り

織さん（県立若狭歴
史博物館学芸員）

料　金　500 円（資料代）　

　平日に受診できない人は、この
機会にぜひ受診してください。
と　き　6 月 18 日㊏
ところ　健康管理センター（南川町）
内　容　特定（基本）健診、がん検

診（肺・胃・大腸・乳・前
立腺）、C・B 型肝炎ウィ
ルス検査、骨検診
※子宮頸がん検診なし

※検診日の 7 日前までに申し込
　んでください

生活習慣病検診（土曜）
健康管理センター☎ 52・2222

歯周病検診
健康管理センター☎ 52・2222

対　象　本年度 40 歳、50 歳に
　　　　なる人　
期　間　10 月 31 日㊊まで
ところ　指定歯科医療機関
費　用　300 円
※申し込みは健康管理センターへ

児童手当「現況届」の提出を
子ども未来課☎ 64・6013

　児童手当を受けている人は、年
１回の「現況届」の提出が義務付
けられています。
内　容　現受給者が 6 月分以降も
　　　　引き続き受給要件を満た
　　　　しているかを確認するた
　　　　め、前年所得や養育状況
　　　　などを確認します
提出期限　6 月 30 日㊍※現況届は
　　   　6 月 中旬に送付します
※現況届を提出しないと 6 月分
　以降の児童手当の支給ができ
　なくなります。詳細は現況届に
　同封のリーフレットを参照

肝炎ウイルス検査無料クーポン券を送付

　肝炎ウイルス検査の無料クーポ
ン券を対象者に送付しています。
対象者　平成 27 年 4 月 2 日〜

28 年 4 月１日に、40・
45・50・55・ 60 歳 に
なった人で、以前に肝
炎ウイルス検査を受け
たことがない人

※券裏面の日程表を参照し、健
康管理センターまで申し込ん
でください

健康管理センター☎ 52・2222

　ひとり親家庭の母等の自立促進
を目的に、就業相談や求人情報の
提供などの就業支援を行います。
と　き　6 月 30 日㊍ 13 時〜 15 時
ところ　若狭健康福祉センター
　　　　（四谷町）

ひとり親家庭の巡回就業相談
子ども未来課☎ 64・6013

　県では、生計をともにした父や
母、未成年後見人を交通事故など
で亡くした子どもが、高等学校に
入学するときに、その保護者に就
学支度金を支給しています。
対　象　市民税の所得割が課税さ
　　　　れていない世帯
申請期限　7 月 5 日㊋

交通災害等遺児就学支度金
高校入学時まで拡充

子ども未来課☎ 64・6013

市長選挙立候補予定者説明会
選挙管理委員会事務局☎内線 496

　6 月 1 日を調査日として、「平
成 28 年経済センサス−活動調査」
を実施します。
　事業所・企業の経済活動を全国
的および地域的に明らかにするこ
とを目的とした調査です。
　5 月下旬から調査員が各事業所
に調査票を届けます。調査の意義
と重要性にご理解とご協力をお願
いします。
調査対象　全国すべての事業所・
　　　　企業
※ 24 時間いつでも都合の良い時
　間に回答できる「インターネッ
　ト回答」を、ぜひ利用してくだ
　さい

地域のものづくりを応援！ ものづくり就職奨励金交付制度
　市では、市内の製造業に就職した人に、奨励金を交付しています。
　対象企業に就職した人はぜひ利用してください。また、対象企業の
皆さんは、求人活動の PRポイントとして制度を活用してください。
制度概要　　市内の製造業に就職して、1年間継続して就業した人（以

下のいずれかに該当する人）に、10万円を交付
①中学、高校、大学などを卒業した後、1年以内に就職し、
　市内に住所を有する人
②Uターン、Iターンで本市へ転入した日から1年以内に
　就職した35歳未満の人で、市内に住所を有する人

申請方法　　就職後1カ月以内に商工観光課に認定申請書（市公式ホー
ムページからダウンロード可）を提出

問い合わせ　商工観光課☎ 53・9705
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�募集�
　市では、総務省や経済産業省な
ど、国の各省庁が実施する統計調
査の調査員を募集します。
対　象　市内在住で、統計調査業

務に関心があり、忠実か
つ責任感のある人

登録期間　調査員として登録後 2 年
間

申込期限　 6 月 24 日㊎

統計調査員
市民協働課☎ 64・6009

　母子家庭の母または父子家庭の
父および寡婦を対象に介護職員初
任者研修の受講者を募集します。
と　き　8 月 20 日㊏〜 1 2 月 3

日㊏までの土、日、祝日
ところ　講義：若狭町歴史文化館

（若狭町市場）
実技：若狭医療福祉専門
学校（美浜町大藪）

定　員　20 人
受講料　テキスト代 7,000 円
募集期間　6 月 1 日㊌〜 7 月 20 日㊌
申込先　子ども未来課

介護職員初任者研修
子ども未来課☎ 64・6013

　若狭マリンピア実行委員会で
は、「市民の花火」として皆さん
に花火の購入をお願いしていま
す。協力いただいた人は、新聞折
り込みチラシと当日打ち上げ前の
案内放送で、メッセージ付きで案
内します。お祝いなど記念のメッ
セージを花火に託してください。
皆さんの参加を待っています。
金　額　5,000 円〜
申込方法　実行委員会窓口（商工観

光課）まで、メッセージ
と一緒にお持ちください

受付期限　6 月 27 日㊊
若狭マリンピア花火大会
と　き　8 月 1 日㊊ 20 時 20 分
ところ　白鳥海岸一帯

若狭マリンピアで花火をあ
げませんか

商工観光課☎ 64・6020

水上安全法救助員養成講習会
市民福祉課☎ 64・6011

　日本赤十字社福井県支部小浜市
地区では、「赤十字水上安全法救
助員養成講習会」の受講生を募集
します。
　水の事故を防ぎ、命を守るため、
プールや海での留意点、水中から
の救助法や応急手当などを学びま
す。
と　き　6 月 11 日㊏、12 日㊐

いずれも 13 時〜22 時
6 月 13 日㊊

　　　　9 時〜17 時
ところ　若狭総合公園温水プール

（北塩屋）
対象者　15 歳以上で一定の泳力

のある人
受講料　教本・保険代 2,200 円
その他　筆記用具、昼食（夕食）

を持参。水泳と運動がで
きる服装で参加

申し込み　6 月 6 日㊊までに市民
福祉課へ

くらしの情報●小浜市役所

蛇口のパッキン無料取り替え

　6月 1 日からの水道週間にちな
み、蛇口のパッキンの無料取り替
えサービスを行います。
　蛇口から水がポタポタ漏れる場
合は、連絡してください。ただ
し、水と湯が同時に出る混合栓な
ど、取り替えできない場合があり
ます。申し込みの際に蛇口の種類
を知らせてください。
　また、自分で交換する人には、
無料でパッキンを渡します（1人
5個まで）。
※数に限りがあります。去年申し
　込んだ人はご遠慮ください
申込期限　6 月 7 日㊋
取替予定　6 月中旬以降

上下水道課☎ 64・6029

　夏休み期間中、仕事などで保
護者が家庭にいない小学生を対
象に、定員に余裕のある児童ク
ラブで会員を募集します。
対　象　宮川・口名田・松永の各

児童クラブ
期　間　7 月 21 日㊍〜 8 月 31

日㊌
開設日　毎週月曜日〜金曜日
　　　　（8月13日〜15日を除く）
定　員　各 3 人程度
料　金　16,000 円
締　切　 6 月 30 日㊍
※校区外も受け付けます
※各児童クラブの受け入れ人数
　に限りがあるため、全員の要
　望に応えられない場合があり
　ます

児童クラブ夏休み会員
子ども未来課☎ 64・6013

　6 月のテーマは、「イタリア料
理」です。
と　き　6 月 6 日㊊、18 日㊏、
　　　　20 日㊊
　　　　いずれも 10 時〜 13 時
ところ　食文化館（川崎 3 丁目）
内　容　フォカッチャ、ミラノ

風カツレツ、ミネスト
ローネ、パンナコッタ

定　員　各先着 30 人
参加費　 700 円
申込期限　実施日の 3 日前

季節の調理体験〜6月編〜
御食国若狭おばま食文化館☎ 53・1000

　放送大学は文部科学省と総務
省が設置した通信制大学です。
　「いつでも、どこでも、だれ
でも」学ぶことができ、さまざ
まな世代や職業の方が学んでい
ます。
ところ　アオッサ 7 階（福井市）
学生数　約 630 人
募集期間　6 月 15 日㊌〜 9 月 20

日㊋

放送大学2学期学生
放送大学福井学習センター☎ 0776・22・6361

　市では、企業立地に活用可能な遊休地などの
情報を収集・登録しています。
　登録した情報は、市内への立地を検討する企
業に紹介します。
　さらに、現在使用中の土地や建物であって
も、今後、ほかの人の使用が可能なところがあ
れば、その情報も収集しています。
　次の要件を満たす遊休地や空き事務所、空き
工場、空き倉庫などがあれば、ぜひ、知らせて
ください。
　市民の皆さんの協力をお願いします。
【要件・面積】
　遊休地　2,000㎡以上 /区画
　空き事務所・空き工場・空き倉庫
　　　　　延床面積 300㎡以上 /棟
【その他】
　入手した個人情報の取り扱いについては、市個
人情報保護条例に基づき、適正に処理します。

■問い合わせ　商工観光課☎ 53・9705

企業誘致のための
遊休地を探してます

募集

小浜美郷小学校
校歌の歌詞・校章デザイン
　小浜東部地区の松永・国富・遠敷・宮川の４
小学校を統合し、平成 31 年 4 月に、新たに開
校する『小浜美郷小学校』の、校歌の歌詞と学校
のシンボルとなる校章デザインを募集します。
【応募資格】
　市内外を問わず誰でも応募できます
【応募方法】
　指定の応募用紙に必要事項を書いて、1作品
ごとに持参または郵送してください
【募集期間】
　６月1日㊌〜７月29日㊎まで（当日消印有効）
【賞 /副賞】
　最優秀賞各1点（賞状および２万円相当の副賞）
【選考発表】
　平成28年 10月（予定）
※詳しくは市のホームページをご覧ください

■問い合わせ　教育総務課☎ 64・6032

募集

福井県大気汚染情報
PM2.5の注意喚起にご用心
　県では、平成 26 年度から、人体に影響を及
ぼす大気中の微小粒子状物質「PM2.5」の注意
喚起を実施しています。
　小浜市を含む県内９カ所で「PM2.5」の濃度を
測定しています。測定値が基準を超えると予測
される場合は、県内全域に注意喚起を行います。
【注意喚起基準】
　日平均 70μ g/㎥を超えると予測される場合
【注意喚起方法】
　防災無線で市内に放送します。幼稚園、小学
校、老人介護施設などはFAXと電話で連絡します。
※注意喚起はその日の朝に出される予定で、当
　日のみ有効です。
【対処方法】
①不要な外出や屋外での長時間の激しい運動
　は控える
②換気や窓の開閉は必要最小限にする
③特に、呼吸器系、循環器系に疾患のある人、小
　児、高齢の人は、体調に応じて慎重に行動する
※詳細情報は、「福井県大気汚染情報」（http://
　www.erc.pref.fukui.jp/tm/）で確認

■問い合わせ　環境衛生課☎ 64・6016

注意

嶺南広域行政組合

組合事務所が小浜に移転
　平成 27 年 4 月 30 日付けで、嶺南広域行政
組合の管理者が敦賀市長から小浜市長へ交代し
たことに伴い、平成 28 年 4月 1日に組合事務
所が小浜に移転しました。
【概要】
　敦賀市、小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、
高浜町の 2市 4町で構成する、嶺南地域の活性
化推進や公共交通機関の利用促進などの事務を
共同処理する組織。平成 9年 7月設立。
【組織】
　管理者　松崎晃治
　事務局長　西田雅志
　事務局次長　中石達朗
　ほか事務局職員4人
【新住所】
　大手町 5番 31号（中央公民館内）

■問い合わせ　嶺南広域行政組合☎ 64・5501

お知らせ


