
 

 

（２）（３）　　　広報まいづる／平成 23 年（2011）６月 16 日号

歳時記新着図書 （６月 16 日～７月 15 日）❖６月 22 日…夏至❖７月…河川愛護月間、❖７月１日～７日…全国安全週間
❖７月１日…海開き（神崎）❖７月２日…海開き（野原）❖７月３日…海開き（竜宮浜）❖７月７日…七夕。

　７月７日（木）13 時 15 分～
14 時 15 分、東公民館。本合眼
科の本合幹院長による講演「目
の病気の予防について」。無料。
申し込みは、電話で同センター
へ。

▪集団接種＝保健センター　❖
乳幼児（ポリオ）…６月 22 日

（水）と 28 日（火）14 時～ 14
時 50 分。対象年齢などは同セ
ンターか市ホームページで。転
入や紛失などで予診票がない人
は同センターへ連絡を。

　６月の「食育月間」にちなみ、
６月 20 日（月）～ 30 日（木）、
同センターの健康チェックコー
ナーで食に関する啓発ポスター
や食事バランスガイドなどを展
示。

保健センターから
☎ 65・0065

　熱中症とは、高温の環境（気
温や室温が高い、日差しが強
いなど）で、体内の水分や塩
分のバランスが崩れたり、体
温調整機能が破たんしたりす
るなどして発症します。体が
暑さに慣れていない梅雨の時
期にも起こりやすいので気を
付けましょう。

《予防方法》❖吸湿性のよい素
材の服を選ぶ❖帽子や日傘で
直射日光を避ける❖小まめに
水分補給する❖日ごろから休

養と睡眠、栄養を十分に取る
《こんなときは危険信号》❖
体温が高い❖全く汗をかかな
い❖頭痛、目まい、吐き気❖
意識の障害

《危険信号を感じたら》❖日
陰など涼しい場所に移動❖衣
服をゆるめてうちわなどで風
を送る❖体温が高い時は、首
や脇などを冷やす❖水分・塩
分を補給（自力で水分補給が
できないときは病院に受診）
※意識がない場合や呼び掛け
に対し反応がおかしい場合は
すぐに 119 番を。

熱中症に気を付けて

第１回舞鶴健康講座

食育月間の催し

　市議会６月定例会の日程は下表のとおり。いずれも傍聴でき
ます。定員は委員会が先着各 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６月定例会

日　時 内　容 場　所
16 日（木）10 時から 経済消防委員会

議員協議会室
16 日（木）13 時から 民生労働委員会
17 日（金）10 時から 建設委員会
17 日（金）13 時から 総務文教委員会
24 日（金）10 時 30 分から 本会議（閉会予定） 市議会議場

　平成 23 年度の舞鶴市国民健康保険料が
決まりました。料率と算出方法は下表のと
おり。現在、加入世帯に通知書を送付して
います。

【医療分と支援分】一人当たりの平均保険料
は、医療分が 48,980 円、支援分（後期高
齢者支援金分）が20,980円で合計69,960
円（前年度と同額）。医療費が増加傾向にあ
る中、今年度は、交付金の追加措置によっ
て前年度と同額となりました。

【介護分（40 ～ 64 歳）】一人当たりの平
均保険料は22,450円（前年度21,530円）
となりました。今年度は、全国の介護給
付費が増加傾向にあることなどから４％
程度の引き上げとなりました。

《納期内の納付を》国民健康保険は病気や
けがの際、高額な医療費を負担せずに医
療サービスが受けられる社会保障制度で
す。皆さんの保険料で支えられています。
安定した制度運営のためにも保険料の納
期内の納付にご協力をお願いします。
　詳しくは、保険医療課（☎ 66・1003）
か西支所保健福祉係（☎77・2253）へ。

通知書を送付しています

※１  基準所得金額…基礎控除後の総所得金額　　　　※２  第２号被保険者…40 ～ 64 歳
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23年度料率
（  ）内は22年度 算出方法

所得割 5.57%
（5.42％）

被保険者の22年中の基準所得金額
（※１）の合計額に左の率を乗じる

2.53%
（2.01％）
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2.27%
（2.04％）

第２号被保険者
（※２）が国民健
康保険に加入し
ている場合のみ、
医療分と同様

資産割 20.5％
（22.5％）

被保険者の23年度の固定資産税
（土地・家屋）額に左の率を乗じる

9.6％
（8.2％）

8.9％
（8.6％）

均等割 16,100円
（16,900円） 被保険者数に左の額を乗じる 6,900円

（6,100円）
7,400円

（7,200円）

平等割 18,700円
（19,400円） 一世帯につき定額 7,900円

（7,100円）
6,400円

（6,000円）

料率と算出方法（所得割＋資産割＋均等割＋平等割）

【東図書館】〈一般書〉たまゆらに／山本一力。タワーリング／福田和代。アンダー・ザ・ドーム（上・下）／スティーブン・キング。地震から子どもを守る 50 の方法／国崎信江。〈児童書〉リンゴの老木とフクロウ／浜田尚子。しんぶんしであそんじゃおう／いまいみさ。
【西図書館】〈一般書〉この女／森絵都。偉大なる、しゅららぼん／万城目学。松本十二か月／伊藤まさこ。防災・救急に役立つ日用品活用法＆ロープワーク／羽田道信。特捜検察は必要か／江川紹子。〈児童書〉おじいちゃんちのたうえ／さこももみ。野山の花をさがす12か月／いがりまさし。

　６月 27 日（月）～８月 26 日
（金）９時～ 17 時（平日のみ）、
西駅交流センター。地上デジタ
ルテレビ放送の受信や準備など。
無料。申し込み不要。問デジサ
ポ京都（☎ 075・330・3030）

地デジ相談窓口を開設

　市では、定住促進や防災、産
業振興のため情報通信格差の解
消に取り組んでいます。平成
22 年度に取り組んだ事業は加
佐地区の一部（上漆原（岩尾）、
長谷、下見谷（宮ノ下）、下見
谷（寺尾）、富室（般若寺）で、
携帯電話（ソフトバンクモバイ
ル）が６月８日から使用できる
ようになりました。事業費は約
4,500 万円。問地域振興課（☎
66・1019）

携帯電話のエリアを拡大

　６月 23 日（木）～ 29 日（水）
は男女共同参画週間。「チャンス
を分かち、未来を拓

ひ ら

こう」をキ
ャッチフレーズに啓発活動を実
施。男女が均等に参画する機会
が与えられ、それぞれの個性や
能力を発揮できる社会を目指し
て、それぞれの場で、できるこ
とから取り組んでいきましょう。
　　　　　　  《人権啓発推進室》

男女共同参画週間

　イノシシなどの有害鳥獣から
農作物などを守るため、田畑な
どに電気柵が設置されています。
設置者が注意表示板を一定間隔

に配置するなど安全対策を行っ
ていますが、電圧が高いため電
気柵には触らないよう注意して
ください。　　　　　　《農林課》

電気柵に注意を

　増改築や修繕に必要な資金を
長期・低利で融資。対象は府の
住宅改良資金融資制度を受けて
おり、同制度の限度額を超えて
いる工事。融資額は 50 万円以
内（高潮対策工事は 100 万円以
内）。償還期間は 10 年以内。利
率は年 1.80％～ 2.27％。問建
築住宅課（☎ 66・1050）

住宅改良資金融資制度

　高校など（大学、専修学校は
今春入学者のみ）に進学してい
る人で、経済的に修学が困難な
場合に育英資金を支給（所得要

件あり）。全期分の申請は６月
30 日（木）まで。７月以降は申
請月以降から支給（入学支度金
は支給されません）。問学校教育
課（☎ 66・1072）

育英資金の申請

　大君・喜多・河原・西方寺・
下漆原・下見谷・長谷・富室地
区内における土地の重複地番解
消のため、山地（山林・原野な
どの山間地）の地番を変更しま
す。７月中に実施し、作業完了後、
土地所有者に通知書を送付しま
す（変更の手続きは不要）。問法
務局舞鶴支局（☎ 76・0858）

重複地番を解消

　現在お使いの福祉医療費受給
者証 母（母子医療）と父子医療
受給資格認定書 父 は７月末が有
効期限。６月 24 日（金）まで
に継続の申請を（申請書は送付
済み）。対象は健康保険に加入し
ている母子家庭の母と高校卒業
までの子ども（父子家庭は子ど
ものみ）。いずれも所得制限あり。
問保険医療課（☎ 66・1075）

福祉医療費（ 母・父 ）
受給者証の切り替え

まち
話題
の
★★★

　７月 13 日（水）９時 30 分～
11 時 30 分、陶芸館。先着 30
人。受講料1,000円。申し込みは、
前日までに電話で同館（☎ 64・
3263）へ。

手びねり体験教室

　６月 25 日（土）10 時～ 14
時、中総合会館。対象は知的な
障害のある成人。定員 10 人（多
数の場合抽選）。参加費 500 円。
当日サポートしていただけるボ
ランティア（高校生以上）も
募集。申し込みは、６月 22 日

（水）までに電話かファクスで地
域生活支援センターみずなぎ（☎
64・3766、ＦＡＸ 64・3658）へ。

はらぺこ倶楽部（料理教室）

《東地区商店街》６月 25 日～７
月 23 日の土曜日。問東舞鶴商
店街連盟（☎ 64・4844）

《西地区商店街》７月２日～ 23
日の土曜日。問舞鶴商工振興会

（15 時 30 分～ 18 時 30 分、☎
75・0933）

夜の市

　７月 27 日（水）14 時～ 16 時、
ユニバーサル造船㈱舞鶴事業所。
対象は小学４年生～中学生とそ
の保護者。定員 25 人（多数の
場合抽選）。無料。申し込みは、
往復はがきに参加者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を記入し、
７月８日（金）必着で近畿運輸
局京都運輸支局（〒 624-0946
市内字下福井 901）へ。問同支
局（☎ 75・0616）

造船所ってどんなとこ？

　７月３日（日）９時 30 分～
16 時、海上保安学校。練習船

「みうら」の一般公開や学生音楽
隊による演奏、模擬店など。当
日は JR 東舞鶴駅～会場間で無
料送迎バスを運行。問同校（☎
62・3520）

海上保安学校「五森祭」

　７月 29 日～８月 19 日の火・
金曜日に計６回、商工観光セン
ター。９時 30 分～ 11 時 30 分。
ワードアートの使い方など。対象
は市内在住か在勤の人（学生を除
く）。先着 20 人。受講料 6,000
円（テキスト代が別途必要）。申
し込みは、７月 20 日（水）まで
に電話かファクスで同センター

（☎ 64・6800、ＦＡＸ 65・2666）へ。

パソコン講座 ワード作品作り

　７月３日（日）９時～ 14 時、
神崎海水浴場。塩作り体験（９

地引き網体験と
マダイの稚魚放流

❖講義…７月５日（火）９時～
14 時 35 分❖体験活動…９月
23 日（金＝秋分の日）９時～
12 時、舞鶴支援学校。対象は高
校生以上で障害のある人との交
流や支援学校などでボランティ
ア活動をしてみたい人。先着 30
人。無料。申し込みは、６月 24
日（金）までに電話かファクス
で同校（☎ 78・3133、ＦＡＸ 78・
3135）へ。

障害児者地域生活サポート
ボランティア養成講座

　７月４日（月）13 時 30 分～
16 時、商工観光センター。経済
産業省「省エネ指導人材育成事
業」アドバイザーの鈴木和男さん
による講演や市内事業者による環
境経営の取り組みの事例発表。対
象は市内事業者。先着 50 人。無
料。商工会議所との共催。申し込
みは、電話かファクスで同会議所

（☎ 62・4600、ＦＡＸ 62・4933）へ。

すぐできる！
節電・省エネ対策セミナー

　６月 28 日（火）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

定例教育委員会

　人間関係や子育て、家庭内での
暴力、介護の悩みなど。対象は市
内在住か在勤の女性。

《電話相談》６月 16 日（木）と
23 日（木）10 時～ 16 時。専用
電話（☎ 65・0056）へ。

《面接相談》７月 13 日（水）11
時～ 14 時 10 分、フレアス舞鶴。
カウンセラーが応じる。先着３人。
託児あり。申し込みは、６月 29
日（水）～前日に電話で人権啓発
推進室（☎ 66・1022）へ。

フレアス舞鶴の無料相談

　７月 13 日（水）13 時から市
役所別館。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、７月
８日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

高齢者・障害者権利擁護相談

　７月６日～27日の毎週水曜日、
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。

就職個別相談

　７月６日（水）10 時 15 分～
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。申
し込みは、６月 17 日（金）９
時から電話で地域子育て支援セ
ンターよちよち広場（☎ 63・
4821）へ。

よちよちパーク出店者募集

　７月１日（金）10 時～ 11 時
30 分、東公民館。音楽に合わ
せてリズム運動遊びなど。対象
は就学前の子どもとその保護者。
先着 30 組。無料。申し込みは、
６月 28 日（火）までに電話で
同館（☎ 62・1237）へ。

親子でリトミック

《親子ビクス（親子体操）遊び》
６月 30 日（木）10 時～ 11 時。
講師は長崎優子さん。対象は１
歳６か月～就学前の子どもとそ
の母親。先着 15 組。参加費１
組 250 円。申し込みは、６月
27 日（月）までに電話で。

《ワクワクマーケットさるなぁ
と出店者募集》７月７日（木）
10 時～ 12 時。衣類や雑貨、育
児用品などのフリーマーケット。
先着 24 店。出店無料。地域子
育て支援センターさるなぁとと
の共催。申し込みは、７月２日

（土）までに電話で。

勤労者福祉会館
（☎ 77・1212）

　７月５日（火）・13 日（水）・
21 日（ 木 ）10 時 ～ 11 時 30
分、中総合会館。絵本の読み聞
かせや３Ｂ体操、保護者同士の
交流など。対象は４か月～１歳
未満児とその保護者。先着15組。
無料。申し込みは、６月17日（金）
から電話で子育て支援基幹セン
ター（☎ 62・0103）へ。

ひよこひろば

《おはなし会》７月６日（水）
15 時～ 15 時 30 分。人形劇や
エプロンシアターなど。対象は
幼児と小学生。

《読書会》７月７日（木）13
時 30 分～ 15 時 30 分。作品
は三島由紀夫著「潮騒」。

《ペーパークラフトで良く飛ぶ
飛行機をつくろう》７月９日

（土）10 時 30 分～ 11 時 30 分。
対象は小学生。先着 15 人。

《子ども読書絵てがみコンテス
ト展》７月16日（土）～21日（木）
10 時～ 18 時。入賞作品を中心
に展示。

《としょかんでおみせやさん》
７月 29 日（金）10 時 30 分～
16 時。対象は幼児と小学生。買
った品物を入れる袋を持参。工
作本の展示・貸し出しも。
　いずれも無料。申し込み不要。

東図書館（☎ 62・0190）

《おはなしのろうそく》７月９
日（土）。小学生以上…10 時 30
分～ 11 時、４歳以上…11 時５
分～ 11 時 30 分。ストーリーテ
リングや絵本の読み聞かせ。

《夏のおはなし会》７月 16 日
（土）14 時～ 15 時。人形劇など。
対象は幼児と小学生。
　いずれも無料。申し込み不要。

西図書館（☎ 75・5406）

　７月１日（金）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、フレアス舞鶴。
子どもがかかりやすい感染症に
ついての正しい知識を学ぶ。講
師は府立医科大教授の藤田直久
さん。対象は市内在住・在勤の
人。先着 50 人。入場無料。申
し込み不要。託児あり（予約
が必要）。問フレアス舞鶴（☎
65・0055）

　７月２日（土）９時 30 分～
15 時 30 分、文化公園体育館。
市内在住の身体障害者とその家
族、ボランティアが参加。入場
無料。問高齢・障害福祉課（☎
66・1033）

身体障害者交流運動会

　６月 27 日（月）と 28 日（火）
12 時 30 分～ 13 時、サロンぽー
れぽーれ（身障センター内）。無料。
申し込み不要。問同センター（☎
63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

大正琴ミニコンサート

　６月 26 日（日）10 時～ 12
時、リサイクルプラザ屋内。26
店が出店。問同プラザ（☎ 64・
7222）

リサイクルフリーマーケット

《テレサの羽根～エンレイ・コ
ンサート》６月 26 日（日）14
時から総合文化会館。全席指定。
5,000 円。未就学児は入場不可。

《Concert for KIDS ０才からの
クラシック》７月３日（日）11
時から市民会館。全席指定。中
学生以上 1,500 円（小学生以下
500 円）。

《コミュニティ作品展 舞鶴写真
連絡協議会発足「記念写真展」》
７月９日（土）と 10 日（日）
10 時～ 17 時、総合文化会館。
同協議会に加盟する写団キャラ
ット、舞鶴写真クラブ、全日写
連舞鶴支部、写団「北京都・写
楽」会員の作品約 50 点を展示。
入場無料。

《コミュニティコンサート「夏
の日の贈り物」》７月 10 日、
13 時 30 分から総合文化会館。
オカリナやクラリネットの演奏、
ギターの弾き語り。全席自由。
入場無料。

文化事業団（☎ 64・0880）

《体操》７月 26 日（火）～８月
13 日（土）に計６回、文化公園
体育館ほか。９時 30 分～ 11 時
30分。対象は小学生。先着20人。

《ソフトテニス》７月 30 日（土）
～８月 14 日（日）に計６回、
東舞鶴公園。９時～ 11 時。対
象は小学４～６年生。先着50人。
　いずれも参加費 500 円。申し
込みは、７月 20 日（水）まで
に住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、学校名、学年、保護者名、
電話番号（ファクス）、教室名を
往復はがき（〒 624-0913 市内
字上安久 420）かファクス、電
子メールでスポーツ振興課（☎
77・2006、ＦＡＸ 77・2009）へ。

夏休みジュニアスポーツ教室

　募集は３区画（第３区が１区
画、第４区が２区画。１世帯１
区画まで。多数の場合抽選）。使
用料 25 万円。応募要件は、❖
市内に住所があり、祭

さ い し

祀を主宰
する❖使用許可を受けてから３
年以内に市の条例に定める規格・
構造の墳墓を設置する。申し込
みは、６月17 日（金）～30日（木）
に所定の用紙（生活環境課、西
支所、加佐分室に備え付け、市
ホームページからダウンロード
可）で。問同課（☎ 66・1005）

北吸墓園の使用者

　募集は３区画（１区画約 50
平方㍍。先着順）。利用料１区画
につき年間 6,000 円。申し込み
は、７月 15 日（金）までに電
話で永井さん（☎ 82・5268）へ。
問農林課（☎ 66・1023）

東神崎市民農園の利用者

　６月 24 日（金）18 時～ 19 時
30 分、赤れんが博物館。「関西の
物流のあけぼの」をテーマに、明
治時代を中心に関西の産業発展を
支えた運河や道路などを紹介。先
着 15 人。無料。申し込みは、前
日までに電話かファクスで同館

（☎ 66・1095、ＦＡＸ 64・5123）へ。

赤煉
れ ん が

瓦談義

　６月 26 日（日）10 時～ 14 時、
中総合会館。透析患者向けの料理
の実習。対象は市内在住の透析患
者とその家族など。先着 15 人。
参加費 600 円。申し込みは、６
月 23 日（木）までに電話かファ
クス、電子メール（m-himawari@
juno.ocn.ne.jp）で身障センター

（☎ 63・3008、ＦＡＸ 62・9546）へ。

人工透析者交流会

　７月６日（水）９時 30 分～
11 時 30 分、就業支援センター。
履歴書の書き方や面接のポイン
ト、ビジネスマナーなど。対象
は求職者。先着 12 人。無料。府
との共催。申し込みは、６月 20
日（月）から住所、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。

就職力アップセミナー

　７月９日（土）10 時～ 14 時、
杉山市民農園。先着 18 人。参
加費 1,800 円（昼食のピザ付
き）。主催は NPO 法人名水の里
杉山。申し込みは、７月５日（火）
までに電話で農林課（☎ 66・
1023）へ。

杉山石窯パン焼き教室

　８月６日（土）11 時 30 分～
７日（日）13 時、神崎児童セン
ターまいまいハウス。海水浴や
バーベキューなど。対象は市内
在住の父子家庭の親子。参加費
大人 2,000 円、子ども 1,000 円。
申し込みは、７月８日（金）ま
でに専用用紙で地域の民生・児
童委員へ。問民生児童委員連盟
事務局（地域福祉推進課内、☎
66・1011）

父子キャンプ

　７月９日（土）13 時 30 分～
15 時 30 分、大浦会館。夏のス
タミナ料理。対象は市内在住の
20 歳以上。先着 15 人。参加費
1,000 円。申し込みは、７月２
日（土）までに電話かファクス
で同館（☎ 68・2010、ＦＡＸ 68・
2011）へ。

大人の料理教室

　７月９日（土）13 時 30 分～
15 時 30 分、中総合会館。講師
は堀田啓子さん。対象は小学生
以上（小学生は保護者同伴）。定
員 10 人（多数の場合抽選）。無
料。申し込みは、６月 30 日（木）
までに電話で中央公民館（☎
62・0400）へ。

ゆかた着付け教室

　７月 24 日（日）、市政記念館。
対象は小学生以上。先着 100 人。
無料。❖講演会…13 時 30 分～
15 時。杉山さんによる講演「子
どもとものがたりのいい関係～
東日本の被災地に絵本を送りな
がら考えたこと」❖ブックトーク
…15 時 10 分～ 15 時 30 分。実
行委員による杉山さんの作品の
紹介など❖ものがたりライブ…
15 時 40 分～ 16 時 40 分。杉山
さんによる語り。いずれも申し込
みは、電話で子どもと本をつなご
う・まいづる実行委員会事務局（西
図書館内、☎ 75・5406) へ。

児童書作家 杉山亮
講演会＆ものがたりライブ

時 40 分～ 12 時）、マダイの稚
魚放流（10 時 40 分～ 11 時）、
地引き網体験（11 時 15 分ごろ
～ 12 時５分）など。つみれ汁
の振る舞い（11 時 30 分から。
先着 400 人）も。無料。荒天
の場合中止。申し込み不要。問
里おこし委員会の井之本さん

（☎ 82・5095）

公開講座
「感染症にかからないために」

予防接種▶▶▶ ◀◀◀
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　麻しん（はしか）は感染力が非常に強い病気で、同
じ部屋にいるだけで空気感染する場合もあります。免
疫を持っていない人が感染すると 90％以上が発症し、
重症化すると脳炎や肺炎などを引き起こすこともあり
ます。特効薬がないため、発症の予防には、予防接種
を受けることが有効で、確実に予防するには２回の接
種が必要。平成 23 年度の対象者と接種期限などは次
のとおり。
▪対象者　❖１期…１歳児（３か月児健診で案内）❖
２期…平成 17 年４月２日～ 18 年４月１日生まれ❖
３期…10 年４月２日～ 11 年４月１日生まれ❖４期
…５年４月２日～６年４月１日生まれ。２～４期は４
月に通知済み。
▪接種期限　❖１期…２歳の誕生日の前日❖２期・
３期・４期…来年３月 31 日（土）
▪費用　無料（接種期限を過ぎると自己負担額（１万
円程度）が必要）

　 ７ 月 ２ 日
（ 土 ）13 時
30 分 ～ 15 
時、 商 工 観
光センター。
関 西 テ レ ビ
ア ナ ウ ン サ
ーの山本浩之

人権啓発講演会

さんによる講演「いま、守らな
ければならないもの」。入場無料。
申し込み不要。手話通訳・要約筆
記・磁気ループあり。託児あり（予
約が必要）。まいづる人権啓発市
民会議との共催。問人権啓発推進
室（☎ 66・1022）

▲山本浩之さん


