
ゴールデンウイークの催し
ゴールデンウイーク

（７）　　　広報まいづる／平成23年（2011）５月１日号　　

　６月 25 日～ 12 月 10 日の土曜日に
計 10 回、東公民館。10 時～ 12 時。
対象は市内の小学生。先着 30 人。参加
費2,000円。申し込みは、６月15日（水）
までに電話で同館（☎ 62・1237）へ。

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》５日（木＝こどもの日）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。
《チャレンジ相談》18 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、２
日（月）～前日に電話で人権啓発推進
室（☎ 66・1022）へ。
《心とからだの相談》24 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、５
月 10 日（火）～前日に電話で同室へ。

　５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）

　５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、５月２
日（月）～ 20 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。

　５月 19 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、５
月２日（月）～ 12 日（木）に電話で高
齢・障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

《司法書士法律相談》６日（金）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。予約
不要。
《市民法律相談》20 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、18
日（水）８時 30 分～ 12 時に電話で。
《困りごと相談》24 日（火）が西総合会館、
25 日（水）が東公民館。いずれも 10 時
～15時。調停委員らが応じる。予約不要。

　５月 19 日（木）10 時～ 12 時、西
総合会館。講師は舞鶴料理学院の堀祥子
さん。対象は子育て中の母親。先着20人。
受講料1,000円。託児あり。申し込みは、
５月２日（月）～ 13 日（金）に地域子
育て支援センターさるなぁと（☎ 76・
8333）へ。

　５月 27 日（金）10 時～ 11 時 30 分、
東公民館。対象は子育て中の親。先着
20 人。参加費 2,000 円。託児あり。申
し込みは、５月 21 日（土）までに電話
で同館（☎ 62・1237）へ。

　５月９日（月）と 23 日（月）10 時
～ 11 時、地域子育て支援センターよ
ちよち広場。講師は臼井玲子さん。対
象は就学前の子どもを持つ母親。先着
15 人。無料。申し込みは、５月２日

（月）から電話で同センター（☎ 63・
4821）へ。

　５月 18 日（水）11 時～ 14 時、青
葉山ろく公園。親子ふれあい遊びやカ
レーライスの昼食など。対象は１歳～
就学前の子どもとその保護者。先着
60 組。参加費大人 300 円、子ども 50
円。雨天決行。子育て支援基幹センタ
ー、地域子育て支援センターさるなぁ
と・よちよち広場の共催。申し込みは、
５月３日（火＝憲法記念日）から電話
で子育て支援基幹センター（☎ 62・
0103）へ。

　５月 23 日～６月６日の毎週月曜日、
西市民プラザ。11 時～ 13 時。対象は
２か月～未就園児の母親。先着 15 人。
参加費 4,600 円。託児あり（予約が必
要）。申し込みは、５月９日（月）～
16 日（月）に所定の用紙（西市民プラ
ザに備え付け）で。問親と子のひろば 
ひまわり（☎ 77・0102）

５月のフレアス舞鶴 無料相談

療育相談

聞こえの相談会

もの忘れ相談

５月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

子ども将棋教室

西公民館・一品料理とお菓子づくり

プリザーブドフラワー教室

３Ｂ体操
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産後のリハビリ＆
ボールエクササイズ

　５月５日（木＝こどもの日）９時
～ 16 時、赤れんが博物館。対象は小・
中学生。無料。申し込み不要。先着
100 人に記念品を進呈。問同館 ( ☎
66・1095)

　５月５日（木＝こどもの日）は次
の施設が入館無料。❖赤れんが博物
館（☎66・1095）…対象は一般・
学生❖引揚記念館（☎68・0836）
…対象は学生❖五老スカイタワー
（☎66・2582）…対象は小・中学生。
詳しくは、各施設へ。

　５月５日（木＝こどもの日）、９時
から五老スカイタワー。スタンプラ
リーや模擬店、チャッタマンショー

（10 時と 12 時から）など。約 100
匹のこいのぼりを設置（５月８日（日）
まで）。問同タワー（☎ 66・2582）

　５月３日（火＝憲法記念日）10 時
～ 15 時、青葉山ろく公園。昔の遊
びコーナーやスタンプラリー、野外
ステージなど。入場無料。荒天中止。
問市レクリエーション協会事務局（社
会教育課内、☎ 66・1073）

赤れんが博物館クイズラリー

こどもの日は入館無料
こいのぼりフェスタ

こどものひろば
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　介護サービスを提供する事業所などを訪問し、利用者の相談に
応じる「介護相談員」を募集。応募資格などは次のとおりです。
▪応募資格　❖ 20歳以上の市民で介護問題に関心がある❖週１
回程度の活動ができる❖市が指定する３泊４日の養成研修に参加
できる。
▪募集人数　若干名（面接により選考）
▪申し込み方法　所定の用紙（介護保険課と西支所保健福祉係に
備え付け。市ホームページからダウンロード可）に必要事項を記
入し、５月６日（金）～20日（金）に同課へ郵送か持参。ファ
クス（62・7957）も可。
▪説明会　５月10日（火）13時から市役所本館。誰でも参加可。
▪問い合わせ先　同課（☎ 66・1013）

詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

土・日曜日の持ち込みは、事前に予約が必要。予約は平日の８時 30 分
～ 16 時 30 分に同プラザ（☎ 64・7222）へ。
毎週木曜日に戸別収集。５月５日の戸別収集は６日に変更。
舞鶴保健興業㈲が収集する地域＝東地区（寺川以西）、中地区（全域）、
西地区（吉原、匂崎）は５月２日も休業。
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清掃事務所（可燃ごみ） 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） 平常どおり（８時30分～ 16時）※１
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可燃ごみ指定ごみ袋
連休中のごみ・し尿の収集

【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（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。

海軍ゆかりの港めぐり遊覧船
１日７便で運航

　赤れんが倉庫群や護衛艦などを海
から楽しめる「海軍ゆかりの港めぐ
り遊覧船」をゴールデンウイークの
期間、増便して運航。家族そろって
ぜひ乗船を。
▪期間　５月１日（日）～５日（木＝
こどもの日）

▪運航時刻　10 時 30 分 ～ 16 時
30 分に計７便（１時間ごとに運航）。
所要時間は約 30 分間。
▪乗り場　北吸赤れんが桟橋（東体
育館西側）
▪料金　1,000 円（小学生以下は
500 円。舞鶴かまぼこ手形の提示で
半額に）
　詳しくは、観光協会事務局（観光
商業課内、☎ 66・1024）へ。

田辺城ボランティアガイド養成講座
　田辺城資料館や城下町の風情が残
る西地区を案内する田辺城ボランテ
ィアガイドの養成講座「田辺城物語」
を開催。受講生を募集します。
▪日程　６月２日～ 11 月３日の木
曜日に計 13 回。13 時 30 分から。
▪内容　講義や堀跡の探索、城下町
巡りなど

▪場所　彰古館、西公民館ほか
▪対象　田辺城の歴史や文化に興味
のある人
▪定員　先着 20 人
▪受講料　2,000 円
▪申し込み方法　５月 21 日（土）
までに電話で田辺城資料館（☎ 76・
7211）へ。

▪講座内容　健康、医療、人権など
をテーマにした講演やゲートボール、
バス旅行など。
▪日程と会場　下表のとおり

▪時間　いずれも 13時30分～15時
▪対象　対象地域在住の 60 歳以上
▪申し込み方法　電話で各問い合わ
せ先へ。

いきいきセミナー参加者募集
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対象地域 日　　　程 会　場 問い合わせ先

東地区 ５月12日～ 11月10日に計10回 東公民館 東公民館（☎62・1237）

加佐地区 ５月19日～ 12月8日に計９回 加佐公民館 加佐公民館（☎83・0014）

大浦地区 ５月20日～ 12月９日に計10回 大浦会館 大浦会館（☎68・2010）

中地区 ５月26日～ 11月24日に計12回 中央公民館 中央公民館（☎62・0400）

南地区 ５月26日～ 12月８日に計10回 南公民館 南公民館（☎62・0288）

※西地区については、詳細が決まり次第、広報まいづるなどでお知らせします


