
（７）　　　広報まいづる／平成23年（2011）４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。
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　４月14日に任期満了となる加
佐土地改良区総代選挙を実施しま
す。
▪選挙期日　４月13日（水）
▪立候補届出日時　４月６日（水）
と７日（木）８時30分～17時
▪立候補届出場所　加佐分室
▪対象　25歳以上の加佐土地改
良区の組合員
▪問い合わせ先　市選挙管理委
員会事務局（総務課内、☎66・
1044）

加佐土地改良区
総代選挙

　登録団体に認定されると、まいづる
智恵蔵内の同エリアや備品の使用料が
無料に。対象は次の要件を満たす市民
グル―プ。❖智恵蔵が行う事業に積極
的に参加できる❖地域資源の調査・研
究・PR を目的とした活動に取り組んで
いる❖おおむね５人以上で構成。申し
込みは、所定の用紙（智恵蔵に備え付け）
で。１次募集は４月 30 日（土）まで。
問智恵蔵（☎ 66・1035）

まいづる智恵蔵
宝もの大学エリア登録団体募集

　４月 12 日から毎週火曜日、西総合会
館。13 時～ 13 時 50 分と 18 時 30 分
～ 19 時 20 分。ブルース、ジルバ、ワ
ルツ、ルンバ、タンゴなど。５年間無料。
問舞鶴市ダンス連盟の安久井さん（☎
76・3533）

社交ダンス講習会

　４月 17 日（日）11 時～ 14 時、竜宮
浜「ととのいえ」。大漁鍋の振る舞いや

ととのいえ感謝祭

　５月 22 日（日）９時～ 16 時、舞鶴
公園一帯と西地区市街地。田辺城まつり
で細川幽斎公奥方・麝

じゃ

香のお付きの女武
者として武者行列などに参加する女性を
募集。麝香役は細川佳代子さん（幽斎公
の子孫で細川家第 18 代当主・細川護煕
元首相夫人）。対象は高校生以上の女性。
定員８人（多数の場合抽選）。申し込みは、
４月 15 日（金）までに参加者全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を往復はがき（１
枚につき４人まで。返信面に代表者の住
所と氏名を記入）で田辺城まつり実行委
員会（〒 624-0854 市内字円満寺 158-1
舞鶴商工振興会内）へ。当日のボランテ
ィアも随時募集。問同実行委員会事務局

（舞鶴商工振興会内、☎75・0933）

田辺城まつり 女武者募集

　４月 24 日（日）14 時から総合文化会
館。「琵琶湖周航の歌」、組曲「生まれた街」、

「落葉松」、「花～すべての人の心に花を～」
など。入場料 500 円（高校生以下無料）。
問同合唱団の山下さん（☎62・4046）

木声会合唱団演奏会

　４月 17 日（日）10 時～ 15 時、西総
合会館。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。

気こう研修会

　４月 24 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。
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

こども合気道入門教室

ジュニアバレーボール教室

こいのぼりを作ろう

みんなにこにこ広場

　５月７日～７月 16 日の土曜日に計
６回、西公民館。14 時 30 分～ 16 時。
講師は倉本護誉さん。対象は小学生。
先着 10 人。参加費 2,000 円。申し込
みは、４月 23 日（土）までに電話で同
館（☎ 75・6501）へ。

　５月 14 日～来年３月 10 日の土曜日
に計 11 回、東体育館。９時～ 12 時。
対象は小学生。無料。申し込みは、５月
10 日（火）までに住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、学校名、学年、保護者の署
名と承諾印、緊急時の連絡先を往復はが
きでスポーツ振興課（〒 624-0913 市
内字上安久 420）へ。指導者も随時募集。
問同課（☎ 77・2006）

　前島みなと公園が府から移管され、
市の都市公園になりました。これに
伴い、４月１日から市の都市公園条
例に基づきテニスコートの利用料金
などを次のとおり改定します。
《利用料金》❖コート（１面）…午
前（９時～ 13 時）・午後（13 時～
17 時）・夜間（17 時～ 21 時）とも
に 2,000 円。全日（９時～ 21 時）

は 6,000 円。１時間単位の利用も可
（１時間につき 500 円）。なお、児童・
生徒や身体障害者手帳などを所持し
ている人は半額。❖夜間照明設備…
１時間につき実費 700 円。
　施設の利用申し込みは、従来どお
り前島みなと公園管理事務所で。
　詳しくは、スポーツ振興課（☎
77・2006）へ。

　４月 20 日（水）と 21 日（木）10
時 30 分～ 11 時 15 分、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。先着各 15 組。
参加費子ども１人につき 150 円。申し
込みは、４月６日（水）10 時から電話
で同センター（☎ 76・8333）へ。

　４月 23 日（土）10 時 30 分～ 11
時 30 分、中総合会館。手遊びやバル
ーンアート、谷田吉久さんによるマジ
ックショーなど。対象は就学前の子ど
もとその保護者。先着 25 組。参加費１
組 100 円。申し込みは、４月２日（土）
から電話で子育て支援基幹センター（☎
62・0103）へ。

京都府女性の船

　６月 17 日（金）～ 20 日（月）。フ
ェリーで北海道（旭川市）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
数の場合選考）。参加費 32,000 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 15 日（金）必着。問
同室（☎ 66・1022）

４月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》７日（木）と 14 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》20 日（水）11
時～ 16 時、フレアス舞鶴。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、６
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》26 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、12日（火）
～前日に電話で同室へ。

４月のフレアス舞鶴 無料相談

《行政書士相談》６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、会社・法人の設立についての
相談などに行政書士が応じる。予約不要。
《司法書士法律相談》７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》12 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。
《市民法律相談》15 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、13
日（水）８時 30 分～ 12 時に電話で。
《公証相談》19 日（火）13 時 30 分～
16 時、市役所本館。遺言や契約書など
の作成の相談に公証人が応じる。予約
不要。

療育相談

　４月 11 日（月）と 25 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）

聴覚言語障害者支援センター
（☎ 64・3911、ＦＡＸ 64・3912）

再生品の展示・申し込み

応急手当普通救命講習

建部山 自然観察ハイク

加佐自然観察会

よちよちパーク出店者を募集

　４月 28 日（木）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、４月６日（水）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。

　４月 28 日（木）までの平日と 17 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）

❖東消防署・防災センター（☎ 65・
0119）…４月 20 日（水）13 時 30
分～ 16 時 30 分❖西消防署（☎ 77・
0119）…４月 22 日（金）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。

　５月１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 30 人。無料。
雨天中止。申し込みは、４月 23 日

（土）までに電話で東公民館（☎ 62・
1237）へ。

　４月 23 日～ 10 月１日の土曜日に計
５回。初回は９時 30 分から赤岩山。西
方寺平集会所集合。２回目以降は神崎
地区の海辺、長谷地区の野山など。舞
鶴・加佐自然同好会などが案内。対象
は小学生以上（小学生は保護者同伴）。
先着20人（１回のみの参加も可）。無料。
申し込みは、４月 12 日（火）までに電
話で加佐公民館（☎ 83・0014）へ。

《要約筆記奉仕員養成講座》５月 10
日～７月 19 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 28 日（木）
まで。
《手話奉仕員養成講座》５月 13 日～８
月 12 日の毎週金曜日、19 時～ 21 時。
定員 30 人。テキスト代 1,200 円。申
込期間は４月 22 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、受講の動機をはがき

（〒 625-0083 市内字余部上 2-9）かフ
ァクス、電話で。

　４月 29 日（金＝昭和の日）９時から
西舞鶴高校。男子 15 種目（一般・高
校・中学の部）、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（水）までに所
定の用紙（スポーツ振興課に備え付け、
市ホームページからダウンロード可）
で。問同課（☎ 77・2006）

舞鶴・ナホトカ姉妹都市 
通信体育競技会

お楽しみ抽選会、鮮魚・干物・サザエご
飯の販売など。サザエやワカメのつかみ
取りも。問ととのいえ（☎68・0013）

テニスコートの利用料金を改定前島
みなと公園


