
（７）　　　広報まいづる／平成24年（2012）４月１日号　

市
民
農
園
な
ど
利
用
者
募
集

【施設の休館日】❖中央公民館…第４月曜日❖東・南・西・加佐公民館、大浦・城南会館…毎週月曜日❖東・西図書館…毎週月曜日と祝日（土・日曜日の場合は開館）、毎月末日（土・日・月曜日の場合は火曜日）❖田辺城資料館、郷土資料館
…毎週月曜日（祝日の場合はその翌々日）と祝日の翌日❖総合文化会館、市民会館、市政記念館、まいづる智恵蔵、陶芸館…毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）❖大庄屋上野家…毎週水曜日❖引揚記念館、東・文化公園体育館…第３木曜日。

　市民農園などの利用者を次のとおり募集します。
▪東神崎市民農園　募集は６区画（１区画約 50 平方㍍）。１区画に
つき年間6,000円。申し込みは、電話で東神崎市民農園の永井さん（☎
82・5268）へ。
▪西方寺平棚田オーナー　専用区画（約 100平方㍍）で米作りを体
験できる棚田オーナーを募集。１区画につき年間40,000円。
《西方寺平田植え体験》５月27日（日）10時30分から。西方寺平
集会所集合。先着 10 組程度。参加費１人 1,000 円。いずれも申し
込みは、５月21日（月）までに電話で泉さん（☎ 83・0235）へ。
　詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

全国大会出場おめでとう

し尿のくみ取り
定期収集にご協力を

　し尿は市が許可した業者が計画的
に収集しています。急なくみ取り依
頼は、一日の収集計画に影響を与え、
予定していた収集ができなくなる場
合があります。また、臨時料金（620
円）が発生する場合があるほか、余
分な燃料が必要になります。環境に
やさしく経済的負担の少ない定期収
集にご協力をお願いします。各地域

のくみ取り周期や料金の支払い方法
などは、次の収集業者にご相談を。
❖東地区（寺川以西を除く）、西地区
（清美が丘、上安東町、府道上安倉谷
線以東の南上安、JR舞鶴線以北の上
安）…舞鶴厚生㈱（☎62・1484）
❖東地区（寺川以西）、中地区（全域）、
西地区（吉原、匂崎）…舞鶴保健興
業㈲（☎ 75・1506）❖西地区（上
記２社以外の地区）、加佐地区（全域）
…㈱アクア（☎75・2185）
問生活環境課（☎66・1005）

　３月 15 日、舞鶴市消防表彰条例
に基づき、市民の救命にご協力い
ただいた３人に感謝状を贈呈しまし
た。２月 26 日、近くにいた女性が
急に意識を失ったことに気づき、素
早く119番通報するとともに、救急
隊が到着するまでの間、心臓マッサ
ージなどの応急手当を行い、女性の

一命を取り留められました。贈呈さ
れた皆さんは次のとおり。
❖小谷英夫氏（引土）❖田中道郎氏（引
土）❖能勢艶子氏（京月町）
　　　　　　　　　　　 《消防本部》
《応急手当普通救命講習を実施》４月
19 日（木）18 時～ 21 時、東消防
署・防災センター。先着30人。無料。
申し込みは、実施日の１週間前まで
に電話で同署（☎ 65・0119）へ。

糸中３年）、石井汰旺（同２年）
☆JOCジュニアオリンピックカップ
全国ジュニアスノーボード競技会兼
全日本ジュニアスキー選手権大会（３
月 29 日・30 日、北海道） 今井心求（白
糸中２年）、今井優求（志楽小６年）
　  以上敬称略。学年は平成 23 年度。

☆全日本スキー選手権大会（３月 10
日、福島県） 石井沙知（白糸中３年）
☆JOCジュニアオリンピックカップ
全日本ジュニアスキー選手権大会（３
月 19 日・20 日、北海道） 石井沙知（白

救命処置で感謝状

４月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

フレアス舞鶴の無料相談

療育相談

聞こえの相談会

巡回更生相談

再生品の展示・申し込み

京都府女性の船

名水杉山楽
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校

舞鶴・ナホトカ姉妹都市
通信体育競技会

子ども将棋教室

聴覚言語障害者支援センター
（☎ 64・3911、ＦＡＸ 64・3912）

地域子育て支援センター
さるなぁと（☎ 76・8333）

地域子育て支援センター
よちよち広場（☎ 63・4821）

子育て講演会

　４月 26 日（木）13 時～ 16 時、聴
覚言語障害者支援センター。言語聴覚士
が応じる。対象は市内在住の難聴者。先
着５人。無料。申し込みは、４月 20 日

（金）までに電話かファクス、はがき（〒
625-0083 市内字余部上 2-9）で同セン
ター（☎ 64・3911、ＦＡＸ 64・3912）へ。

　４月 22 日（日）、杉山市民農園。❖
ワークショップ…10 時～ 13 時。桜も
ち作りやお茶会など。先着 20 人。❖パ
ン焼き…10 時～ 14 時。先着 10 人。い
ずれも参加費 1,500 円（ピザと飲み物の
昼食付き）。申し込みは、４月 18 日（水）
までに電話で農林課（☎ 66・1023）へ。

　４月 27 日（金）までの平日と 15 日
（日）８時 30 分～ 16 時 30 分、リサイ
クルプラザ。115 点を展示。購入の申
し込みは、同プラザに備え付けの用紙
で（１世帯１点。多数の場合抽選）。問
同プラザ（☎ 64・7222）

　６月 15 日（金）～ 18 日（月）。フ
ェリーで北海道（江別市）を訪問し、
地域づくりや NPO 活動などについての
学習や現地の活動団体との交流。対象
は府内在住で 20 歳以上の女性（２年以
内に参加した人は除く）。定員100人（多
数の場合抽選）。参加費 30,000 円。申
し込みは、所定の用紙（人権啓発推進室、
西支所、加佐分室、フレアス舞鶴など
に備え付け）に作文を添付して人権啓
発推進室へ。４月 16 日（月）必着。問
同室（☎ 66・1022）

《要約筆記奉仕員養成講座》５月８日～
７月 17 日の毎週火曜日、13 時～ 16 時
30分。定員20人。テキスト代1,050円。
申込期間は４月 27 日（金）まで。
《手話奉仕員養成講座》５月 11 日～８
月 17 日の金曜日、19 時～ 21 時。定員
30 人。テキスト代 1,200 円。申込期間
は４月 20 日（金）まで。
　いずれも会場は身障センター。対象は
市内在住か在勤の 18 歳以上。多数の場
合抽選。申し込みは、住所、氏名、年齢、
電話番号、職業、志望動機をはがき（〒
625-0083 市内字余部上 2-9）かファク
ス、電話で。

　５月 12 日～ 12 月８日の土曜日に
計 10 回、東公民館。10 時～ 11 時 45
分。対象は小学生。先着 30 人。参加費
2,000 円。申し込みは、４月 28 日（土）
までに電話で同館（☎ 62・1237）へ。

　４月 13 日（金）14 時～ 15 時 30 分、
西総合会館。整形外科や補装具の相談
など。印鑑と身体障害者手帳（持って
いる人のみ）を持参。無料。申し込みは、
前日までに電話かファクスで障害福祉
課（☎ 66・1033、ＦＡＸ 62・7957）か
西支所保健福祉係（☎ 77・2253、ＦＡＸ
77・1800）へ。

　４月９日（月）と 23 日（月）13 時
30 分～ 15 時 30 分、地域生活支援セ
ンターみずなぎ。専門のスタッフが応
じる。対象は市内在住の障害児・者と
その家族。無料。予約が必要。問同セ
ンター（☎ 64・3766、ＦＡＸ 64・3658）

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》４月５日（木）と 12 日（木）
10 時～ 16 時。子育てや家庭内での暴
力、介護、人間関係の悩みなど。専用
電話（65・0056）へ。
《チャンレンジ相談》４月 18 日（水）
11 時～ 16 時、フレアス舞鶴。就職や
起業、グループ活動などの相談にキャ
リアコンサルタントが応じる。先着４
人。託児あり。申し込みは、４月４日

（水）～前日に電話で人権啓発推進室（☎
66・1022）へ。
《心とからだの相談》４月 24 日（火）
13 時～ 15 時。看護・助産師が応じる。
先着２人。託児あり。申し込みは、４
月 10 日（火）～前日に電話で同室へ。

　４月 29 日（日＝昭和の日）９時から
西舞鶴高校。男子 15 種目（一般・高
校・中学）、女子 11 種目（同）。対象は
市内在住か在勤・在学の人。無料。申
し込みは、４月 13 日（金）までに所定
の用紙（スポーツ振興課に備え付け）で。
問同課（☎ 77・2006）

《行政書士相談》４日（水）10 時～ 13 時、
市役所本館。遺言や官公署への提出書類、
契約書の作成など。予約不要。
《司法書士法律相談》５日（木）13 時
30 分～ 16 時 30 分、市役所本館。登記
や相続、多重債務など。予約不要。
《巡回市民・行政相談》10 日（火）13
時 30 分～ 15 時 30 分、中央公民館。市
職員と行政相談委員が応じる。予約不要。
《公証相談》17 日（火）13 時 30 分～
15 時 30 分、市役所本館。遺言や契約書
の作成など。予約不要。
《土地家屋調査士相談》17 日、13 時
30 分～ 15 時 30 分。市役所本館。土地
の分筆や境界問題、家屋の新・増築や滅
失、分割など。予約不要。
《市民法律相談》20 日（金）13 時から
西総合会館。弁護士が応じる。定員 11
人（多数の場合抽選）。申し込みは、18
日（水）８時 30 分～ 12 時に電話で。

《こいのぼりをつくろう》４月 17 日
（火）10 時 30 分～ 11 時 15 分。先着
15 組。参加費１組 300 円。
《ワンちゃんと触れ合いましょう》４
月25日（水）13時～14時。先着20組。
参加費１組 200 円。
　いずれも対象は就学前の子どもとそ
の保護者。申し込みは電話で。

　４月 27 日（金）10 時～ 11 時 30
分、中総合会館。松野敬子・共有倶楽
部代表による講演「子育てを 100 倍楽

しく！子どもとのいい関係づくりのヒ
ント」。対象は子育て中の保護者。先
着 20 人。無料。託児あり。申し込み
は、電話で子育て支援基幹センター（☎
62・0103）へ。

《春のお茶会》４月 12 日（木）10 時
30 分～ 11 時 30 分、同センター。お
茶の作法の体験など。対象は子育て中
の親子。先着 10 組。無料。
《よちよちパーク出店者募集》４月 19
日（木）10 時～ 12 時、東公民館。子
ども服や育児用品などのフリーマーケ
ット。先着 14 店。出店無料。
　いずれも申し込みは電話で。

　４月 12 日～来年３月の第２・４木曜
日、勤労者福祉会館。９時30分～12時。
講師は舞鶴料理学院の堀祥子さん。先着
25人。参加費１回2,000円。申し込みは、
電話で同学院（☎ 76・2808）へ。

　４月 15 日（日）10 時～ 15 時、西市
民プラザ。講師は釣島平三郎・恭子夫妻。
受講料 3,000 円。申し込みは、電話で

NPO 法人インターナショナル愛の気の
岡山さん（☎ 090・5887・0779）へ。まち
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　４月 22 日（日）14 時から市民会館。
オリジナル曲やジャズ、ディズニーの
名曲など。西舞鶴高吹奏楽部も出演。
入場無料。問ブルーマリンズ事務局の
上田さん（☎ 090・1894・8379）

ブルーマリンズ定期演奏会

春の気こう研修会

西料理サークル

　５月６日～ 27 日の日曜日に計４回、
中総合会館。10 時～ 16 時。ワードの
基礎など。対象は母子家庭の母親か寡
婦。先着 12 人。参加費 3,000 円。申
し込みは、４月 20 日（金）までに電話
で同会の常塚さん（☎ 63・8838）へ。

母子福祉会 パソコン教室


