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国民文化祭・京都2011まであと１か月。PR隊長まゆまろも登場します。愛きょうたっぷりのかわいいまゆまろにぜひ会いに来てください（C.T）。すっかり秋の風を感じる季節になりました。
秋といえば食欲の秋、文化の秋と言います。今月は国民文化祭をはじめグルメフェスタなど秋ならではのイベントが盛りだくさん。ぜひ広報紙を参考にして足を運んでみてください（H.K）。編集室メモ【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（日・月曜日の場合は翌火曜日）❖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❖東・文化公園体育館…第３木曜日。

　10月は３Ｒ（※）推進月間。これに合わせて市では、「環
境にやさしい買い物キャンペーン」を実施中。
❖買い物にはマイバッグを持参し、レジ袋の使用を控え
る❖過剰包装を避ける❖詰め替え商品を選ぶなど一人ひ
とりの身近な取り組みがごみの減量化や地球温暖化防止
につながります。皆さんのご協力をお願いします。
※３Ｒ…リデュース（ごみの発生抑制）、リユース（再使
用）、リサイクル（再生利用）
問生活環境課（☎66・1005)

　10 月 20 日（木）10 時から
市民会館。第二次世界大戦など
で亡くなられた人を追悼。問地
域福祉推進課（☎ 66・1011）

舞鶴市戦没者追悼式

　東日本大震災による被災者へ
の義援金は、皆さんからの温か
い善意により、4,149 万 8,399
円が寄せられています（９月 22
日現在）。ご協力ありがとうござ
います。なお、被害状況が甚大で、
今後も被災者への支援が必要で
あることから、義援金の受付期
間を来年３月 31 日（土）まで
延長します。受付窓口および募
金箱の設置場所は、地域福祉推
進課（募金箱の設置は市役所１
階ロビー）、西支所、加佐分室、
中央・東・西・南公民館、大浦・
城南会館、市民病院、文庫山学園。
問同課（日本赤十字社舞鶴市地
区、☎ 66・1011）

　ハッピーマンデーとなる 10
月 10 日（月＝体育の日）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（第２月曜日が収集日と
なっている地域のみ）。問生活環
境課（☎ 66・1005）

　10 月 16 日（日）から府内
労働者（パート、アルバイトを
含む）の最低賃金（時間額）が
751 円に改正。問京都労働局（☎
075・241・3215）

　10 月１日（土）～ 16 日（日）。
点灯は 20 時～ 22 時。問土木課

（☎ 66・1053）

　10 月１日（土）から赤い羽根
共同募金が全国一斉にスタート。
各自治会を通じてお願いする戸
別募金のほか、街頭募金、学校・
法人募金などに取り組みます。
皆さんの温かいご協力をお願い
します。問社会福祉協議会（☎
62・7044）

東日本大震災
義援金の受付期間を延長

祝日のごみ収集

最低賃金が751円に

クレインブリッジライトアップ

赤い羽根共同募金にご協力を

　10 月 ４ 日（ 火 ）14 時 か ら
市政記念館。問都市計画課（☎
66・1048）

東舞鶴駅北口市有地
意見交換会

　10 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、
10 月 14 日（金）９時から電話
で同振興局（☎ 62・2500）へ。

　10 月６日（木）13 時 30 分
～ 16 時、法務局舞鶴支局。遺
言書、土地・建物、金銭貸借な
どの契約書、養育費の支払いな
ど。予約不要。問同支局（☎
76・0858）

　10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、10 月 13 日

（木）までに電話で高齢・障害福
祉課（☎ 66・1012）へ。

　10 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）

　10 月 27 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、10月３日（月）
～ 21 日（金）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。

　10 月 14 日（金）14 時～ 15
時 30 分、身障センター。整形
外科と補装具の相談。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高
齢・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。

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》10 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》❖市の相談
…10月19日（水）11時～16時。
先着４人。申込期間は５日（水）
～前日❖府の相談…10 月 23 日

（日）11 時～ 14 時 50 分。先着
３人。申込期間は10月21日（金）
まで。いずれも就職や起業、グ
ループ活動に関する相談、情報
提供など。キャリアコンサルタ
ントが応じる。託児あり（予約
が必要）。申し込みは、電話で人
権啓発推進室（☎ 66・1022）へ。
《心とからだの相談》10 月 25
日（火）13 時～ 15 時。看護師・
助産師が応じる。先着２人。託
児あり。申し込みは、11 日（火）
～前日に電話で同室へ。

《行政書士相談》５日（水）10
時～ 13 時、市役所本館。官公
署への提出書類や契約書の作成
など。予約不要。
《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・相続・成年後見・
多重債務など。予約不要。
《巡回市民・行政相談》11 日（火）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、東
公民館。市職員と行政相談委員
が応じる。予約不要。
《市民法律相談》21 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、19 日（水）
８時 30 分～ 12 時に電話で。

府民無料法律相談

無料公証相談

もの忘れ相談

療育相談

聞こえの相談会

巡回更生相談

フレアス舞鶴の無料相談

10月の市民無料相談
（市民相談課、☎66・1006）

　10 月 19 日（ 水 ）10 時 15
分～ 12 時、東公民館。子ども

よちよちパーク出店者募集

　10 月 26 日（水）９時 30 分～
12 時、文化公園体育館。市内の
認可保育所（園）に通う約 1,000
人の子どもや保護者などが歌や遊
びで交流。問実行委員会事務局（西
乳児保育所内、☎ 76・0573）

舞鶴保育まつり

　10 月５日（水）～７日（金）
９時～ 18 時 30 分（５日は 12
時から、７日は 15 時まで）、総
合文化会館。市内の小・中学校
の特別支援学級と府立舞鶴支援
学校、府立聾

ろ う

学校舞鶴分校に通
う児童や生徒の作品約 400 点を
展示。入場無料。問実行委員会
事務局（福井小学校内、☎ 75・
0539）

特別支援学級・府立学校
連合作品展

《再生品の展示・申し込み》10
月３日（月）～ 31 日（月）の
平日と 16 日（日）８時 30 分～
16 時 30 分。家具など 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）。
《いすの再生工作教室》10 月
26 日（水）13 時～ 16 時。ごみ
として持ち込まれた木製いすの
修理。先着５人。無料。修理後
は各自で持ち帰り。申し込みは、
10 月３日～ 21 日（金）に電話で。

リサイクルプラザ
（☎64・7222）

　10 月７日（金）18 時～ 19 時
30 分、赤れんが博物館。「日本の
赤煉

れ ん が

瓦の始まり」をテーマに幕末
から明治維新後までの多様な赤れ
んがの草創期について解説。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。

赤煉瓦談義

❖東消防署・防災センター（☎
65・0119）…10 月 13 日（木）
９時～ 12 時❖西消防署（☎
77・0119）…10 月 20 日（木）
18 時～ 21 時。いずれも先着
30 人。無料。申し込みは、実施
日の１週間前までに電話で各消
防署へ。

応急手当普通救命講習

《絵手紙教室》10 月 15 日（土）
13 時 30 分～ 15 時 30 分。講
師は絵手紙スマイルサークル「心
を癒す絵手紙」の田中多恵子さ
ん。先着 15 人。参加費 800 円。
申し込みは、10 月 11 日（火）
までに電話で。
《簡単おせち料理作り》10 月 27
日（木）９時 30 分～ 12 時。講
師は舞鶴料理学院の堀祥子さん。
先着 24 人。参加費 1,000 円。
申し込みは、10 月 22 日（土）
までに電話で。

《山野草講座》10 月 22 日（土）
10 時～ 15 時。対象は市内在住
の障害者とその家族、ボランテ
ィア。先着 20 人。参加費 1,000
円。申し込みは、10 月 17 日（月）
までに電話かファクス、電子メ
ール（m-himawari@juno.ocn.
ne.jp）で。
《「ワシントン・ナショナル・ギ
ャラリー展」見学会》11 月１日

（火）６時 30 分～ 17 時、京都市
美術館（京都市）。身障センター
などに集合し、バスで移動。対象
は市内在住の障害者とその家族。
先着 20 人。参加費 3,000 円（昼
食付き）。申し込みは、10 月３日

（月）～ 21 日（金）に電話かフ
ァクスで。
《障害者文化作品展の作品》11
月 12 日（土）と 13 日（日）10
時～ 17 時（13 日は 16 時まで）
に開催。文化サークル、趣味など
で創作した書、手・工芸品、写真、
陶器、絵画など。対象は市内在住
の障害者。出展無料。１人２点ま
で。申し込みは、11 月４日（金）
までに同センターへ持参。

身障センター
（☎63・3008、ＦＡＸ62・9546）

勤労者福祉会館
（☎77・1212）

《個性を活
い

かすメークアップ教
室》10 月 22 日（土）10 時～

東公民館（☎62・1237）

　11 月 13 日（日）８時 30 分～
16 時 30 分。城南会館集合。バ
スで移動し、丹後あじわいの郷（京
丹後市）で体験会。先着 20 人。
参加費 2,500 円。小雨決行。申
し込みは、10 月 15 日（土）ま
でに電話で同館（☎ 78・1800）へ。

きのこ狩り体験会

　11 月３日（木＝文化の日）９
時 30 分から文化公園体育館。
女性の部と男女混合の部。対象
は市内在住か在勤の社会人。参
加費１チーム 500 円。申し込み
は、10 月 16 日（日）までに所
定の用紙（東・文化公園体育館
に備え付け）で。ファクス（66・
2850）、ホームページ（http://
www.eonet.ne.jp/~comshin/）
からも可。問コミュニティ振興
公社（☎ 66・1061）

　10 月 29 日（土）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、中央公民館。講
師は加藤晃さん。対象は市内在
住か在勤の人。先着30人。無料。
申し込みは、10 月 22 日（土）
までに電話かファクスで同館（☎
62・0400、ＦＡＸ 62・0442）へ。

　11 月 11 日（金）～ 14 日（月）、
西総合会館。10 時～ 17 時。対
象は同行援護事業に従事してい
る人か従事を考えている人。定
員 20 人（多数の場合抽選）。受
講料 12,500 円（テキスト代が
別途必要）。府が主催。申し込み
は、10 月 14 日（金）までに所
定の用紙（高齢・障害福祉課、
西支所保健福祉係に備え付け）
で。問同課（☎ 66・1033）

　10 月 22 日（土）13 時 30 分
～ 16 時、加佐公民館。先着 30
人。参加費1,200円。申し込みは、
10 月 15 日（土）までに電話で
同館（☎ 83・0014）へ。

ソフトバレーボール交流大会

歴史に学ぶ舞鶴の地震と津波

同行援護従業者養成研修

蔓
かずら

編み教室

　加津良、白鳥（各２戸）、荒
田、市場、北浜（各１戸）。申し
込み資格は、❖現在住宅に困っ
ている❖市内在住か在勤❖公営
住宅法に定める基準以下の収入
❖本人を含め２人以上の親族（婚
姻と同様の関係にある人を含む）
が同時に入居できる（北浜は単
身での入居も可）❖市税を滞納
していない❖連帯保証人が１人
必要。案内書は 10 月３日（月）
から建築住宅課と西支所庶務係
で配布。申し込みは、10 月 11
日（火）～ 14 日（金）に同課（☎
66・1050）へ。

市営住宅入居者

　市役所と西支所のロビーに展
示する絵画を募集。風景画か静
物画でサイズは 53㌢× 60㌢（額
縁を含む）まで。10 月 31 日（月）
までに市民課か西支所市民・年
金係へ直接搬入を。作品は半年
間展示した後、返却。問同課（☎
66・1001）

市役所ロビーの展示絵画

　五老ヶ岳公園（五老スカイ
タワーなど）を来年４月から
管理・運営する指定管理者を
募集します。平成21年４月
からの指定期間満了に伴い募
集するもの。
▪対象　市内に事業所、営業
所などがある法人や団体。個
人は不可。
▪応募方法　所定の申込書
（都市計画課に備え付け）に
必要書類を添付して提出。業
務内容や応募要件は募集要領

（同課で配布。市ホームペー
ジで閲覧可）で確認を。
▪募集期間　10月６日（木）
～31日（月）
《応募予定者説明会》10月
12日（水）13時30分から（１
時間程度）市役所別館。申し
込み不要。
　募集についてのお問い合わ
せは、都市計画課（☎66・
1048）へ。指定管理者制度
全般に関するお問い合わせ
は、総務課（☎66・1044）へ。

　11 月１日～ 22 日の毎週火曜
日、中丹東保健所。13 時 30 分
～ 14 時 30 分（ 初 回 は 15 時
30 分まで）。講義や実習を通し
て正しいしつけ方を学ぶ。対象
は市内在住で２歳未満の犬（狂
犬病予防注射を接種済み）を飼
養しているか飼養を希望する
人。先着 10 人。無料。申し込
みは、10 月３日（月）～ 25 日

（火）に電話で同保健所（☎ 75・
1156）へ。

犬のしつけ方教室

《油江・湊十二社の扇踊りを楽
しむ》10 月９日（日）10 時～
16 時。KTR 丹後神崎駅集合。
油江薬師堂や湊十二社の秋祭り

（神崎の扇踊）などを SKY 舞鶴
クラブの案内で見学（約８㌔の

秋の観光ハイキング

　筋力や柔軟性、バランス能
力などのトレーニングやスワ
ロビクスなど。対象は市内在
住の 65 歳以上。定員各 30 人

（多数の場合抽選）。参加費月
1,000 円。祝日と年末年始は
休み。　
《城南会館》11 月 ４ 日 ～
来年３月 30 日の毎週金曜
日、10 時～ 12 時。申し込み
は、10 月３日（月）～ 14 日

（金）に電話で同館（☎ 78・

1800）へ。
《保健センター》❖毎週月曜
日…11 月７日～来年３月 26
日、14 時～ 16 時❖毎週金
曜日…11 月 11 日～来年３月
23 日、10 時～ 12 時。いず
れも申し込みは、住所、氏名、
生年月日、電話番号を 10 月
３日～ 17 日（月）に電話か
ファクス（62・0551）、はが
き（〒 625-0087 市内字余部
下 1167）で同センターへ。

▪㈱前川管工事工業所（☎75・
1198）※ 19 時以降は市役所（☎
62・2300）か西支所（☎ 75・
2250）へ。

休日・夜間の水道修理

診療日 診療時間 当番病院（内科・外科）

 １ 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

 ２ 日（日） ９時から

 ８ 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

 ９ 日（日） ９時から

10 日（月） ９時から 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

15 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

16 日（日） ９時から

22 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

23 日（日） ９時から

29 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

30 日（日） ９時から

診療日 診療時間 小児科一次診療

 ２ 日（日）

９時～ 18 時

※受け付けは
17 時 30 分まで

舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

 ９ 日（日） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

10 日（月） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

16 日（日） 舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

23 日（日） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

30 日（日） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

軽症などの緊急を要しない症状の場合は、
できる限り平日の診療時間内にかかりつけ医での受診を

※受診はできる限り昼間の時間帯にお願いします。

　日曜日・祝日の小児科一次診療について、下表の当番病院で小児科医による診
療を実施しています。

休日の小児科一次診療

休日・土曜日の救急・急病診療

▪市府民税　３期分（10月31日）
▪後期高齢者医療保険
　　　　　　 ４期分（10月31日）
▪国民健康保険料、介護保険料
　　　　　　 ５期分（10月31日）

納　　期

献　　血

❖ 29 日（土）と 30 日（日）９

時 30 分～ 12 時と 13 時～ 15 時
30 分、国民文化祭「赤れんがア
ートフェスティバル」会場（赤れ
んが倉庫群周辺）。400㍉㍑献血
のみ（抽選でぬいぐるみを進呈）。
骨髄バンクドナー登録会も開催。

10 月のカレンダー10 月のカレンダー

教室・相談▶▶▶ ◀◀◀

予防接種▶▶▶ ◀◀◀

健康診査▶▶▶ ◀◀◀

【歯っぴースマイル教室（２歳
児むし歯予防教室）】13 日（木）
９時～ 11 時 15 分。歯の話や歯
科健診、フッ素塗布。❖２歳６
か月児（平成20年11月13
日～21年４月23日生まれ）
…先着 20 人❖２歳児（平成21

　会場名の記載がない催しは保健
センターで開催。申し込みは、特
に指定がない場合は同センター
へ。協力医療機関についてのお問
い合わせも同センターへ。

保健センター
☎ 65・0065

10月の
日程

【乳幼児】３か月・10 か月・１
歳６か月・３歳児健診…該当者
には通知。対象、日程は保健セ

　対象などは保健センターか市
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。
▪個別接種＝市内の協力医療
機関　❖乳幼児（BCG、三種
混合１期、麻しん風しん混合
（MR）１期・２期、日本脳炎
１期）❖児童（三種混合２期、
日本脳炎２期）❖生徒（麻し
ん風しん混合（MR）３期・４
期）…いずれも該当者には通知。
▪集団接種＝保健センター　
❖乳幼児（ポリオ）…26 日（水）
と 27 日（ 木 ）14 時 ～ 14 時
50 分。

　10 月 16 日（日）14 時 30 分
～ 16 時 30 分、中総合会館。京
都府立大教授の高原正興さんによ
る講演「今日の自殺問題と予防対
策」。対象は市内在住か在勤の人。
無料。託児あり（予約が必要）。
申し込み不要。

心の健康講座

高齢者生き生きトレーニング教室
ンターか市ホームページで。
【成人】▪集団検診＝保健セン
ター、各地区の公民館　❖結核・
肺がん、胃がん、肝炎ウイルス
…対象は 40 歳以上（肝炎ウイル
スは平成 14 ～ 22 年度に受診し
ていない人）
▪個別検診＝市内の実施医療機
関　❖大腸がん…10 月 31 日

（月）まで。対象は 40 歳以上。
❖子宮がん…来年１月31日（火）
まで。対象は 20 歳以上の女性

（２年に１回のため 22 年度に受
診した人は 24 年度に受診を）❖
歯周疾患…来年２月 29 日（水）
まで。対象は平成 24 年３月 31
日現在で 40・50・60・70 歳。
いずれも申し込みは、電話で保
健センターへ。歯周疾患以外は
期間中に実施医療機関での直接
受診も可（要予約）。

　乳がんは、日本人女性の 16 人に１人がかかるといわ
れ、死亡数も増加しています。一方、早期に発見し治療
を開始すると、90％以上が治るといわれています。こ
の機会にぜひ受診を。
▪対象　昭和 47 年３月 31 日以前生まれの女性（２年
に１度の受診のため、22 年度に受診した人は受診でき
ません）
▪実施期間　来年２月 29 日（水）まで
▪場所　市内の実施医療機関
▪内容　視触診、マンモグラフィ検査
▪料金　1,500 円
▪申し込み方法　電話で保健センターへ。期間中は実
施医療機関での直接受診も可（要予約）。

乳
が
ん
検
診
の
受
診
を

年５月12日～21年10月23
日生まれ）…先着 30 人。いずれ
も参加費 300 円。各１回のみ参
加可。申し込みは、３日（月）か
ら電話で。
【健やか育児相談】17 日（月）
９時 30 分～ 11 時。育児の悩み
や歯・食事の相談、身体計測など。
対象は乳幼児の保護者。無料。申
し込み不要。
【心の健康相談室】24 日（月）
11 時～ 15 時 45 分。子育ての
悩みや人間関係、仕事のストレス
などの相談にカウンセラーが応じ
る。先着３人。無料。申し込みは、
３日～ 21 日（金）に電話で。
【離乳食教室】28 日（金）14 時
～ 16 時。離乳食の話と試食。対
象は６～９か月児の保護者。先着
15人。無料。対象児のみ託児あり。
申し込みは、３日から電話で。

五老ヶ岳公園 指定管理者を募集

マ
イ
バ
ッ
グ
の
利
用
を

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、10 月３日（月）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。

11 時 30 分。対象は 40 歳以上
の女性。先着 15 人。参加費 500
円。申し込みは、10 月 19 日（水）
までに電話で。
《紅葉の「多祢山」自然観察会》
10 月 30 日（日）10 時～ 15 時。
自然文化園駐車場集合。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30人。無料。申し込みは、
10 月 22 日までに電話で。

行程）。先着30人。参加費700円。
申込期間は 10 月７日（金）まで。
《第三火薬廠跡地ウオーク》11
月 12 日（土）11 時 15 分～ 15
時 50 分。JR 松尾寺駅集合。吉
野トンネルや第三火薬廠

しょう

跡など
を観光ガイドボランティア「け
やきの会」の案内で見学（約 10
㌔の行程）。先着 25 人。参加費
800 円。申込期間は 11 月７日

（月）まで。
　いずれも小雨決行。申し込み
は、電話で観光協会事務局（観
光商業課内、☎ 66・1024）へ。


