
　　　　　

（７）　　　広報まいづる／平成23年（2011）１月１日号　　

【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（祝日の場合はその翌日）と祝日、毎月末日（月曜日の場合はその翌日）❖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❖東・文化公園体育館…第３木曜日。

携帯電話マークがついた催しは、携帯ホームページにも掲載しています。

男女共同参画センター
（フレアス舞鶴）の無料相談

１月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

聴覚言語障害者支援センター
（☎ 64・3911、ＦＡＸ64・3912）

ちびっこ将棋大会

百人一首教室

府民無料法律相談

もの忘れ相談

療育相談

フラワーアレンジメント
子育て教室「イクメン交流会」

燃える（可燃）ごみは必ず指
定ごみ袋に入れてください。

　　　　　　　  日程

  区分

１月
１日

（土）
２日

（日）
３日

（月）
４日

（火）
５日

（水）
６日

（木）
７日

（金）
８日

（土）

収
集

燃える（可燃）ごみ 休 休 休

燃えない（不燃）ごみ 休 休 休
（※１） ※１

持
ち
込
み

清掃事務所 
（可燃ごみ） 休 休 休

平常どおり
（８時30分～ 16時）

リサイクルプラザ 
（不燃・粗大ごみ） 休 休 休

平常どおり
（８時30分～ 16時）

※２

粗大ごみの収集申込受付 休 休 休 休

し尿の収集 休 休 休 休 ※３

※１　収集が第１月曜日の地域…１月８日（土）に収集。
※２　事前に予約が必要。予約は平日の８時 30 分～ 16 時 30 分にリサ
　　　イクルプラザ（☎ 64・7222）へ。
※３　舞鶴保健興業㈲が収集する地域＝東地域（寺川以西）、中地域、　
　　　西地域（吉原、匂崎）は１月８日（土）も休み。

可燃ごみ指定ごみ袋

年始のごみ・し尿の収集

《祝日のごみ収集》ハ
ッピーマンデーとな
る１月 10 日 ( 月＝成
人の日 ) は燃える ( 可
燃 ) ごみを収集します
( 月曜日が収集日とな
っている地域のみ )。
燃えない ( 不燃 ) ごみ
も収集。

詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

こども絵画教室

　２月 13 日（日）13 時～ 16 時、マ
リンボウル。対象は父子・母子家庭の
親子。参加費 1,000 円（高校生以下
500 円）。申し込みは、２月４日（金）
までに電話で舞鶴父子福祉会の慶本さ
ん（☎ 76・0656）へ。

　１月 15 日～３月の第１・第３土曜
日、勤労者福祉センター。13 時～ 15
時。講師はシルバー人材センター会員。
対象は小学生。先着 20 人。受講料１
回 1,100 円（兄弟姉妹で参加する場合、
２人目からは半額）。申し込みは、１
月 11 日（火）までに電話でシルバー
人材センター（☎ 64・3233）へ。

まち
話題
の
★★★

　１月12日～３月23日の毎週水曜日、
城南会館。10 時 30 分～ 12 時。音楽
に合わせた体操と呼吸法を学ぶ。ダイ
エット体操も。対象は 20 歳以上。先着
15 人。月 3,000 円（１月は 2,250 円。
１回のみの場合 750 円）。申し込みは、
電話か電子メール（saganets_1989@
gaia.eonet.ne.jp）で同会の嵯峨根さ
ん（☎ 60・1021）へ。

心と体のバランス体操の会

　１月９日（日）10 時～ 13 時 30 分、
舞鶴共済病院。関和男・横浜市立大附
属市民総合医療センター准教授による
特別講演「『母乳と薬』～母乳育児を続
けるために～」やパネルディスカッシ
ョンなど。無料。申し込み不要。託児
あり（先着 15 人。予約が必要）。問舞
鶴共済病院（☎ 62・2510）

　１月 19 日（水）10 時 30 分～ 12
時、地域子育て支援センターさるなぁ
と。対象は就学前の子どもとその保護
者。先着 20 組。参加費 1,000 円。託
児あり（予約が必要）。申し込みは、１
月５日（水）10 時から電話で同センタ
ー（☎ 76・8333）へ。

の作成などの相談に公証人が応じる。先
着３人。託児あり。申し込みは、１月４
日（火）～前日に電話で同室へ。

　１月 16 日（日）13 時～ 16 時、中
総合会館。対象は小学生（１～３年生
の部と４～６年生の部）。無料。申し込
みは、１月 12 日（水）までに住所、氏
名、学校名・学年、電話番号を電話か
ファクスで中央公民館（☎ 62・0400、
ＦＡＸ 62・0442）へ。

　１月 16 日（日）13 時 30 分～ 15
時 40 分、中総合会館。❖第１部…育
児休業経験者の府職員・大谷学さんを
アドバイザーに意見交換❖第２部…鍼

しん

灸
きゅう

師の岸本敬司さんの指導による「親
子スキンタッチ教室」。対象は乳幼児と
その父親でいずれも参加できる人。先
着 20 組。参加費 100 円。申し込みは、

　１月 22 日（土）９時～ 12 時、大浦
会館。対象は小学４年生～中学生。先着
20 人。無料。申し込みは、１月５日（水）
～ 18 日（火）に電話かファクスで同館

（☎ 68・2010、ＦＡＸ 68・2011）へ。

　２月 11 日（金＝建国記念の日）13
時～ 17 時、城南会館。審判長は日本将
棋連盟の室田伊緒女流初段。先着 100
人。参加費 500 円。申し込みは、１月
４日（火）～ 29 日（土）に電話で同館

（☎ 78・1800）へ。

　１月 29 日（土）９時 30 分～ 12 時、
西公民館。講師は市レクリエーション
協会会員。対象は小学１～３年生とそ
の保護者。先着 20 組。参加費 500 円。
申し込みは、１月 22 日（土）までに電
話で同館（☎ 75・6501）へ。

　１月 17 日（月）13 時 30 分から中丹
広域振興局。弁護士が応じる。先着10人。
申し込みは、１月 14 日（金）９時から
電話で同振興局（☎ 62・2500）へ。

　１月 20 日（木）14 時～ 16 時、中
総合会館か相談者宅。精神科医が応じ
る。対象は市内在住の高齢者とその家
族。先着２人。無料。申し込みは、１
月４日（火）～ 13 日（木）に電話で高
齢・障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　１月 11 日（火）と 24 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）。

１月 13 日（木）までに電話かファクス
で中央公民館（☎ 62・0400、ＦＡＸ 62・
0442）へ。

《聞こえの相談会》１月 27 日（木）
13 時～ 16 時、同センター。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。申込期間は、１月４
日（火）～ 21 日（金）。
《聞こえのことなんでも相談》２月５
日（ 土 ）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分、
常公園管理事務所。対象は市内在住の
中途失聴者・難聴者とその家族。無料。
申込期間は、１月４日～ 28 日（金）。
　いずれも申し込みは、電話かファク
ス、はがき（〒 625-0083 市内字余部
上 2-9）で。

《司法書士法律相談》６日（木）13 時
30 分～ 16 時 30 分、市役所本館。登記
や相続、成年後見、多重債務などの相談
に司法書士が応じる。予約不要。
《巡回市民・行政相談》11 日（火）13
時 30 分～ 15 時 30 分、西総合会館。市
職員と行政相談委員が応じる。予約不要。
《公証相談》18 日（火）13 時 30 分～
16 時、市役所本館。予約不要。
《市民法律相談》21 日（金）13 時から
市役所本館。弁護士が応じる。定員 11
人（多数の場合抽選）。申し込みは、19
日（水）８時 30 分～ 12 時に電話で。

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》１月６日（木）と 13 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。
《チャレンジ相談》１月 19 日（水）11
時～ 16 時、同センター。就職や起業、
グループ活動に関する相談、情報提供な
ど。キャリアカウンセラーが応じる。先
着４人。託児あり。申し込みは、１月５
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》１月 21 日（金）
13 時～ 15 時、同センター。助産師が応
じる。先着２人。託児あり。申し込みは、
１月７日（金）～前日に電話で同室へ。
《法律相談》１月25日（火）13時～16時、
同センター。離婚に関することや遺言書

母乳育児講演会

ひとり親家庭ボウリング大会

　１月 15 日（土）～ 30 日（日）９時
～ 17 時、まいづる智恵蔵。作家や書道
連盟の会員、高校生の作品約 50 点を展
示。15 日、15 時から参加者によるパ
フォーマンスも。入場無料。問まいづ
る智恵蔵（☎ 66・1035）

書と非書の際
きわ

小学生将棋大会

親子おもちゃ工作教室

成
人
式
は
１
月
９
日

総
合
文
化
会
館

消防出初式 １月９日、西地区で

　１月９日（日）13時 30分から総合文化会館で開催。式典の
ほか、東舞鶴高ウィンドアンサンブル部による演奏や新成人の
門出を祝うメッセージの掲示、参加者同士の交流など。平成２
年４月２日～３年４月１日生まれの人なら誰でも参加可。市内
に住民票がある対象者には案内状を送付済み（案内状がなくて
も出席できます）。問社会教育課（☎66・1073）

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車

小
型
動
力
ポ
ン
プ
更
新

地域の防災体制を充実
　地域の防災体制を
充実させるため、12
月24日、西消防団
に消防ポンプ自動車
１台と志楽・四所・
岡田中の各消防団に
小型動力ポンプ（車
台付）３台を配置し
ました。いずれも老
朽化したため更新したもの。事業費は消防ポンプ自動車が１台約
1,680万円、小型動力ポンプが３台約470万円。　　　《消防本部》

　１月９日（日）10 時～ 12 時 15
分に開催。市民会館での式典のほか、
マナイ～平野屋通での分列行進や伊
佐津川河口での一斉放水。海上保安
部巡視艇２隻による一斉放水も。消
防団や婦人消防隊、少年消防クラブ
など約 1,000 人が参加。問消防本
部（☎ 66・1090）

▲伊佐津川河口で一斉放水（一昨年の様子）

操作の説明を聞く消防団員操作の説明を聞く消防団員


