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　４月４日～６月 13 日の水曜
日に計８回、陶芸館。９時 30
分～ 11 時 30 分。定員 10 人（多
数の場合抽選）。受講料 6,000
円（土代が別途必要）。申し込み
は、３月 25 日（日）までに電
話で同館（☎ 64・3263）へ。

　４月 12 日～３月の木曜日に月
２回。地域子育て支援センターさ
るなぁと。10 時 15 分～ 11 時。
親子で行うリズム体操や遊具を
使った遊びなど。対象は歩けるよ
うになった１歳～未就学児とそ
の保護者。先着 10 組。参加費月
1,600 円（保険料が別途必要）。

《体験会を実施》３月 21 日（水）
10 時 15 分～ 11 時、同センター。
先着 10 組。参加費 500 円。
　いずれも申し込みは、電話で
体操協会の足立さん（☎ 090・
4274・8489）へ。

　３月 18 日（日）と 20 日（火＝
春分の日）９時～ 17 時（20 日
は 16 時まで）、松尾寺駅前観光
交流施設。入場無料。問 NPO
法人駅舎と共にいつまでもの
福 村 さ ん（ ☎ 090・8365・
5184）

　４月８日（日）14 時から商工
観光センター。長寿番組メドレー
やポップス、映画音楽など。無料。
申し込み不要。問舞鶴市民吹奏楽
団の竹原さん（☎ 76・1824）

　３月 25 日（日）10 時 30 分
と 13 時 30 分から市民会館。入
場料 1,000 円（当日 300 円増し、
高校生以下は無料）。申し込みは、
つなサポ運営委員会の橋本さん

（☎ 090・8794・9869）へ。

　４月１日 ( 日 ) 午前（９時 30
分～ 12 時）と午後（13 時 30 分
～ 16 時）の部、城南会館。対象
は小学生。先着各 10 人。参加費
2,500 円。申し込みは、３月 26
日（月）までに氏名、学年、電
話番号、保護者の氏名、アレル
ギーの有無を電話かファクスでま
いづるアロマきっずの並川さん

（☎ 090・7093・4660、ＦＡＸ 75・
8402）へ。

ろくろ初心者教室

親子で遊ぼう体操教室

春一番コンサート

 生け花・絵画・写真展
in 松尾寺駅

映画「星の国から孫ふたり
自閉症児の贈りもの」上映会

 きっずアロマセラピスト
養成講座

　平成 23 年「舞鶴市優秀スポーツ賞」の受賞者が決定。同賞は
市内在住、在勤、在学か舞鶴市出身で、昨年の国際大会や全国大
会で優秀な成績を収めた人を表彰するもの。今回は 16 人を選び
ました。受賞者は次のとおり（順不同。敬称略。学年は 23 年度）。

種　目 選手名 学校名・学年、出身校または現住所
アメリカン

フットボール 横木　啓人 中京大２年、東舞鶴高出身

ウエイト
リフティング

齋藤　里香 京都ＷＬ協会、城南中出身
竹下　菜緒 ㈱北國銀行、城北中出身
小林　克己 法政大３年、青葉中出身
西尾里菜子 加悦谷高３年、青葉中出身
大沢　大治 白糸中３年
北方理一朗 白糸中３年
鈴木　悠人 白糸中３年

空手 内田慎一郎 境谷
水泳 亀井　美尚 上福井

スノーボード 今井　優求 志楽小６年
卓球 上田　　仁 青森大３年、新舞鶴小出身

陸上競技

瀬野　弘昭 高野由里
吉本　公男 南田辺
今﨑　俊樹 立命館大３年、城北中出身
松下　修也 吉原小６年

日　時 内　容 場　所
16日（金）10時から 経済消防委員会

議員協議会室
19日（月）10時から 民生労働委員会
21日（水）10時から 建設委員会
23日（金）10時から 総務文教委員会
28日（水）10時30分から 本会議（閉会予定） 市議会議場

23年市優秀スポーツ賞が決定

全国大会出場おめでとう
☆全日本スキー技術選手権大
会（３月６日～ 11 日、長野県）
高田智広（北吸）
☆全国高等学校男子ソフトボ
ール選抜大会（３月 18 日～
21 日、静岡県）佐藤侑平（綾
部高２年、白糸中出身）、塩見
和真（同２年、城南中出身）、
櫻井悠希、山下正直（以上同
１年、城南中出身）、土屋裕也

（同１年、城北中出身）
☆全日本高等学校選抜ボート
大会（３月 22 日～ 25 日、静
岡県）　磯田彩織、打木美穂、
垣谷直人、木戸口真理絵、野村
雄太、淵井亮輔、松本絵梨香、
水谷俊介、保田佳奈、矢野智基、
山本綾香（以上東舞鶴高２年）
☆全国ホープス選抜卓球大会

（３月 23 日～ 25 日、茨城県） 
千坂雄也（余内小５年）
☆全国高等学校ウエイトリフ
ティング競技選抜大会（３月
24 日～ 27 日、石川県）鍛治

ななみ（加悦谷高３年、青葉
中出身）、瀬野郁希（同３年、
白糸中出身）、谷口俊（海洋高
３年、城北中出身）
☆全日本中学生ソフトテニス
大会（３月 26 日～ 28 日、三
重県）本条真由（和田中２年）、
井上昂、梅原睦矢（以上城南
中１年）
☆全国 JOC ジュニアオリン
ピックカップ春季水泳競技大
会（３月 26 日～ 30 日、東京
都）越後智行（城南中２年）
☆全日本中学生バドミントン
選手権大会（３月 27 日～ 29
日、大阪府）世傳峻也（白糸
中２年）、中野楓月（同１年）
☆全国小学生ソフトテニス大
会（３月29日～31日、千葉県）
牛尾龍、小川理央（以上新舞
鶴小５年）梅原未来（明倫小
４年）加藤光貴、前穂乃花（以
上三笠小４年）、島田理沙（倉
梯小４年）谷口虹波、波多野
倫、山本蓮、（以上高野小４年）
　　　　　　　　以上敬称略。

　市議会３月定例会の日程は下表のとおり。定員は常任委員会
が先着各 15 人、本会議が先着 38 人。
　詳しくは、議会事務局（☎ 66・1060）へ。

市議会３月定例会

　70 ～ 74 歳で医療機関での
窓口負担が現在１割の人に、
３月中旬、国民健康保険の新
しい高齢受給者証を送付しま
した。平成 24 年３月 31 日
までとなっていた１割負担を、
国の特例措置により 25 年３
月31日まで延長するもの。

　有効期間は４月１日～７月
31日の４か月間。ただし、期
間内に後期高齢者医療制度に
加入する人は加入日の前日ま
で。８月１日以降の受給者証
は、23年中の収入により負担
割合を判断するため７月下旬
に送付します。

　国民健康保険に関するお問い合わせは、保険医療課（☎
66・1003）か西支所保健福祉係（☎ 77・2253）へ。

　平成 24 年４月１日から外来診療の医療費が高額
になる場合は「限度額適用認定証」の交付を受けれ
ば、月額の窓口支払いが自己負担限度額までになり
ます。高額な外来診療を受診される人は認定証の交
付申請をお願いします（既に入院時に交付を受け
ている人は交付申請する必要はありません。また、
70 歳以上の課税世帯の人は現在の保険証などで適
応されます）。ただし、複数の医療機関を受診され
る場合は、従来どおり窓口で医療費を一旦支払って
いただき、後日還付します。※月額の限度額は所得
によって異なります。

　３月～５月の間、国民健
康保険料の支払いや納付の
相談、資格喪失届などの休
日・時間外の受け付けを行
います。❖休日受付…３月
25 日・４月 22 日・５月
27 日の日曜日、９時～ 17
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新しい高齢受給者証を送付国民健康保険

休日・時間外も受付 時。情報公開コーナー（市
役所本館１階）❖夜間受付
…３月28日・４月25日・
５月30日の水曜日、17時
～ 19 時。保険医療課（市
役所別館１階）。※いずれ
も入口は市役所本館西口。
問同課徴収総括係（☎66・
1007）
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　「平成 24 年度舞鶴市がん検診申し込み案内」を４月１日
（日）に新聞折り込みでお届けします（希望者には無料で郵送。
広報まいづるを郵送でお届けしている人には４月１日号と
一緒に４月３日（火）に郵送。１㌻に関連記事）。保健センター、
保険医療課、西支所保健福祉係、加佐分室、各公民館、大浦・
城南会館、各市民交流センター、福来コミュニティセンター、
西駅交流センターでも４月１日から配布。

《申し込みができる検診》❖胃がん❖結核・肺がん❖大腸
がん❖乳がん❖子宮がん❖歯周疾患❖レディース 30。
　詳しくは、保健センター（☎ 65・0065）へ。

　「森林法」の一部改正に伴
い４月１日から、新たに森
林の土地を取得した場合に
は届け出が必要になります。
▪対象となる森林　府が作
成した「地域森林計画」の
対象となっている森林（国
土利用計画法に基づく土地
売買契約の届け出をした場
合は不要）。登記上の地目に

かかわらず、取得した土地
が森林状態の場合は農林課
に相談を。
▪届け出方法　所有者とな
った日から 90 日以内に所
定の用紙（同課に備え付け。
市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記
入し、関係書類（登記事項
証明書や権利書などの写し）
を添えて同課へ持参。
▪問い合わせ先　同課（☎
66・1023）

あぐりブランド推奨品
２品目を更新

　ふるさと舞鶴あぐりブラン
ド推奨制度の推奨品２品目の
認定を更新。同制度は、農家
や加工グループがこだわりを
持って作った農産物や加工品
などを推奨することで、舞鶴
産品のブランド化や PR、地
産地消を進めようとするも

の。推奨期間は２年間。推奨
品は全部で 30 品（推奨マー
ク（右上）が目印）。認定が
更新された推奨品は次のとお
り。❖まんがんたまご 有精卵
❖大浦みかんゼリー
　詳しくは、農林課（☎66・
1023）へ。

　市税や国民健康保険料などの納付には、納め忘れが
なく便利な口座振替の利用を。平成 24 年度の軽自動車
税と固定資産税１期分の納付期限は５月１日（火）です。
　口座振替を希望する人は、通帳と届出印、納税（納入）
通知書を持って４月 13 日（金）までに金融機関の窓口
で申し込みを（郵便局は３月 30 日（金）まで）。
　納付期限が過ぎて 20 日以内に納付がない場合には督
促状を発送します（市税については、京都地方税機構
に徴収業務を移管する旨も合わせて通知）。期限までの
納付にご協力を。問納税課（☎ 66・1025）、保険医療
課（☎ 66・1007）

《軽自動車税は郵便局・コ
ンビニエンスストアでも納
付できます》軽自動車税に
ついては、これまでの金融
機関での納付に加え、近畿
２府４県の郵便局の窓口と

全国の提携コンビニエンス
ストア（納税通知書の裏面
に記載）でも納付できるよ
うになりました。ぜひご利
用ください。問税務課（☎
66・1026）

　４月１日現在で軽自動車や
バイクなどを所有している人
には、軽自動車税が課税され
ます。廃車や所有者の変更な
どの届け出がまだの人はお早
めに。４月２日以降に届け出
ても１年分納付していただく
ことになります（月割りによ
る還付はありません）。

《軽自動車税の減免》次のい
ずれかに該当する場合は、４
月 24 日（火）までに申請す

ると軽自動車税が減免されま
す。❖所有または使用して
いる人が身体障害者手帳など
を持っており、一定の要件に
該当する（普通自動車を含め
て１人１台に限る）❖車いす
の昇降装置、固定装置などの
特別な構造を備えており、主
に身体障害者などのために使
用する❖社会福祉法人が所有
し、公益のために直接専用す
る。問税務課（☎66・1026）
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　夫婦関係や子育て、家庭内での
暴力、介護、人間関係の悩みなど。
対象は市内在住か在勤の女性。

《電話相談》３月 22 日（木）
10 時～ 16 時。専用電話（65・
0056）へ。

《面接相談》４月 11 日（水）11
時～ 14 時 10 分、フレアス舞鶴。
女性問題カウンセラーが応じる。
先着３人。託児あり。申し込みは、
３月 28 日（水）～前日に電話で
人権啓発推進室（☎ 66・1022）へ。

　４月 11 日（水）13 時から市
役所別館。財産管理や遺産相続、
遺言など。対象は市内在住の高
齢者や障害者とその家族。先着
３人。無料。申し込みは、４月
６日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　４月４日～ 25 日の水曜日、就
業支援センター。10 時～ 16 時。
対象は求職者。先着各５人。無料。
府との共催。申し込みは、実施日
の前日までに住所、氏名、電話番
号を電話かファクスで同センター

（☎ 63・0810、ＦＡＸ 62・4589）へ。

　３月 22 日（木）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

　３月 30 日（金）13 時 30 分
から議員協議会室。問都市計画
課（☎ 66・1048）

　３月 27 日（火）14 時から
市政記念館。問都市計画課（☎
66・1048）

《おはなし会》４月４日（水）15
時～ 15 時 30 分。人形劇など。
対象は幼児と小学生。

《読書会》４月５日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品は山本
茂実著「あゝ野麦峠」。

《赤ちゃんえほんのひろば》４月
12 日（木）11 時～ 11 時 30 分。
わらべうたや絵本の読み聞かせ。
対象は０～２歳児。

《的当てゲームをつくろう》４月
14 日（土）10 時 30 分～ 11 時
30分。対象は小学生。先着15人。

《おはなしのろうそく》４月 21
日（土）10時30分～11時30分。
ストーリーテリングなど。
　いずれも無料。申し込み不要。

《はるまつり》４月７日（土）
10 時～ 15 時。おかいものごっ
こや工作コーナーなど。おはな
し会（11 時～ 11 時 30 分と 14
時～ 14 時 30 分）も。対象は幼
児と小学生。

《赤ちゃんおはなし会》４月 18
日（ 水 ）11 時 ～ 11 時 30 分。
わらべうたや絵本の読み聞かせ。
対象は乳幼児とその家族。
　いずれも無料。申し込み不要。

　３月 16 日（金）～ 31 日（土）
10 時～ 16 時、サロン「ぽーれ
ぽーれ」（身障センター内）。川
柳 30 点を展示。入場無料。問
同センター（☎ 63・3008）

　会場はいずれも総合文化会館。
《ワンダフル舞
鶴写真展》３月
16 日（ 金 ） ～
18 日（ 日 ）10
時 ～ 17 時。 市
内各地で撮影さ
れた写真 123 点
を展示。入場無
料。18 日、15
時から写真講座「雪月花 - 京都の
四季を撮る」を開催。講師は中田
昭さん。無料。申し込み不要。

《舞鶴寄席》３月 20 日（火＝春
分の日）15 時から。笑福亭晃瓶
さん、舞鶴市出身の笑福亭遊喬さ
ん、福知山市出身の桂三扇さんな
どの落語。全席自由。一般 1,200
円、学生 700 円（当日 300 円増
し）。未就学児は入場不可。

《文化団体育成支援事業を募集》
対象は次の要件を満たす団体か個
人。❖ 15 人以下の団体か個人で
入場無料の公演ができる❖１時間
以上の公演ができる❖３年以上活
動している❖過去３年間に自主公
演をしていない。募集は３組程度

（多数の場合抽選）。申し込みは、
６月 30 日（土）までに所定の用
紙（総合文化会館、市民会館に備
え付け）で。

　３月 25 日（日）９時～ 15 時。
青葉山ろく公園第１駐車場集合。
白屋地区でシイタケの植菌など。
先着 30 人。無料。小雨決行。
主催は NPO 法人山悠遊・森林
サポートまいづる。申し込みは、
３月 21 日（水）までに電話で
農林課（☎ 66・1023）へ。

　４月 14 日（土）19 時～ 21
時、西公民館。講師はヨーロピ

アン・フラワーデザイン連盟の
馬渕厚子さん。先着 20 人。参
加費 3,500 円。申し込みは、３
月 30 日（金）までに電話で同
館（☎ 75・6501）へ。

　４月 22 日（日）10 時から。
舞鶴 21 ビル前集合。舞鶴ネイ
チャーガイドの会が案内。対象
は小学生以上（小学生は保護者
同伴）。先着 20 人。無料。雨天
中止。申し込みは、４月14日（土）
までに電話で東公民館（☎ 62・
1237）へ。

　４月 19 日（木）～来年３月
に月３回程度、西公民館ほか。
19 時～ 21 時。レクリエーショ
ンインストラクターを養成。対
象は 18 歳以上。先着 40 人。受
講料 10,000 円（テキスト代が
別途必要）。申し込みは、３月
30 日（金）までに住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、職場（学
校）をはがきかファクス（62・
9897）で市レクリエーション
協会事務局（社会教育課内）へ。
問同事務局（☎ 66・1073）

《春爛
らんまん

漫 田辺城にまつわる史跡
めぐり》４月７日（土）10 時
30分～16時。JR西舞鶴駅集合。
観光ガイドボランティア「けや
きの会」が案内。約５㌔の行程。
先着 25 人。参加費 700 円。

《神崎、油江の文化財を訪ね 春
の海・風を楽しむ》５月 13 日

（日）10 時～ 16 時。KTR 丹後
神崎駅集合。SKY 舞鶴クラブが
案内。約８㌔の行程。先着25人。
参加費 500 円。
　いずれも希望者には昼食を販
売。小雨決行。申し込みは、電
話で観光協会事務局（観光商業
課内、☎ 66・1024）へ。

《市街地を望む 北吸地区八十八
か所めぐり》５月 20 日（日）
９時 40 分～ 13 時。JR 東舞鶴
駅集合。舞鶴ネイチャーガイド
の会が案内。約５㌔の行程。先
着 20 人。無料。雨天中止。申
し込みは、電話かファクスで商
工観光センター（☎ 64・6800、
ＦＡＸ 65・2666）へ。

フレアス舞鶴の無料相談

高齢者・障害者権利擁護相談

就職個別相談

定例教育委員会

都市計画審議会

都市計画マスタープラン
検討委員会

東図書館（☎ 62・0190）

西図書館（☎ 75・5406）

森本芳月 個展

文化事業団（☎ 64・0880）

森林ボランティア

フラワーアレンジメント

建部山自然観察ハイク

あひるの学校

春ハイキング

▲市長賞の作品
「花逍遥（はな
しょうよう）」

▶
推
奨

マ
ー
ク

森林法が一部改正
土地を取得した人は届け出を

新着図書 【東図書館】〈一般書〉幸せになる百通りの方法／荻原浩。花嫁／青山七恵。フラミンゴの村／澤西祐典。漢詩の絵本／加藤徹。地蔵のこころ日本人のちから／玄侑宗久。ボウルひとつでこねずにできる本格パン／藤田千秋。〈児童書〉キツネたちの宮へ／富安陽子。ツチノコ温泉へようこそ／中山聖子。
【西図書館】〈一般書〉きなりの雲／石田千。ウィンター・ホリデー／坂木司。日本の海はなぜ豊かなのか／北里洋。高峰秀子暮しの流儀。介護疲れを軽くする方法／介護者サポートネットワークセンター。〈児童書〉あそびましょ／かどのえいこ、おおしまたえこ。みんなでつくろう学校図書館／成田康子。

（３月16日～４月15日）❖３月20日…春分の日❖３月22日…小
学校卒業式❖４月６日…小学校入学式❖４月９日…中学校入学式歳時記

軽自動車やバイクなど
廃車・変更届けはお早めに

　10月採用。募集は190人程度。
対象は４月１日現在で高卒後６
年以内の人。１次試験は５月 20
日（日）。受付期間は４月６日（金）
～11日（水）。問海上保安学校（☎
62・3520）

　市内の大気や水質、廃棄物な
どの状況を紹介する「舞鶴の環
境～平成 23 年度版環境白書」
を作成。概要版（A ４判、30㌻）
は生活環境課、情報公開コーナ
ー、西支所、加佐分室、各公民
館、東・西図書館などで無料配布。
資料集（A ４判、190㌻）は閲
覧のみ可。市ホームページにも
掲載。問同課（☎ 66・1005）

　平成 23 年度の定期監査や 22
年度の決算審査などの結果を公
表。情報公開コーナー、西支所、
加佐分室、中央・南公民館、東・
西図書館で閲覧できます。市ホ
ームページにも掲載。問監査委
員事務局（☎ 66・1080）

舞鶴の環境白書を作成

監査結果などの閲覧

海上保安学校学生募集

《10 月採用》❖男性Ａ・女性Ａ
…昭和 57 年４月２日以降生まれ
で大学を卒業したか９月 30 日ま
でに卒業見込みの人。募集は男性
が約 15 人。女性が約５人❖男性
Ｂ・女性Ｂ…昭和 57 年４月２日
～平成６年４月１日生まれで男性
Ａ・女性Ａに該当しない人。募集
は男性が約15人。女性が約５人。

《平成 25 年４月採用》❖男性Ａ・
女性Ａ…昭和 57 年４月２日以降
生まれで平成 25 年３月 31 日に
大学卒業見込みの人。募集は男性
が約 55 人。女性が約 10 人。
　いずれも１次試験は５月 13 日

（日）。受付期限はインターネット
が４月６日（金）、郵送が４月 13
日（金）。問舞鶴警察署（☎ 75・
0110）

京都府警察官募集

　４月１日（日）～５月６日（日）。
点灯時間は 20 時～ 22 時。電力
供給への影響に配慮し、点灯時
間を短縮して実施します。問土
木課（☎ 66・1053）

クレインブリッジライトアップ

　３月 21 日～４月 20 日、「忘
れない 山への感謝と 火の始末」
を統一標語に山火事予防運動を
実施します。たき火やたばこな
どの火の始末には十分注意し、
森林の保全と地域の安全に努め
ましょう。　　　　　《消防本部》

山火事予防運動

　３月 24 日（土）13 時～ 16 時、
同校。学校紹介や白衣の着衣体
験、看護学生との交流など。無料。
申し込みは、前日までに電話か
ファクスで同校（☎ 63・4338、
ＦＡＸ 63・3014）へ。

舞鶴医療センター
附属看護学校の学校公開

　「緑の募金でふせごう地球温
暖化」をテーマに地球温暖化防
止に向けた森林づくりや地域の
緑化事業を支援するため、各自
治会を通じて５月 31 日（木）
まで緑の募金運動を実施しま
す。皆さんの温かいご協力をお
願いします。問市緑化推進委員
会事務局（農林課内、☎ 66・
1023）

緑の募金にご協力を

　ごみの分別・処理方法や燃
えない（不燃）ごみの収集日
などを掲載した「ごみ収集カ
レンダー」を平成 24 年度版
より「ごみ分別ルールブッ
ク」に名称変更し作製（Ａ４
判、28㌻）しました。３月
26 日（月）の新聞折り込み
でお届けします（希望者には
無料で郵送。広報まいづるを
郵送でお届けしている人には
４月1日号と一緒に４月３日

（火）に郵送。１㌻に関連記事）。

生活環境課や西支所庶務係な
どでも３月26日から配布。

　３月 20 日（火＝春分
の日）は燃える（可燃）
ごみの収集を休みます。
燃えない（不燃）ごみは
通常どおり収集（第３火
曜日が収集日となってい
る地域のみ）。

詳しくは、生活環境課（☎66・1005）へ。

祝日のごみ収集

「ごみ分別ルールブック」を作製より見やすく
分かりやすく

市税などの納付

※担当課は４月以降組織改編などに伴い変更になる場合があります。


