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【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。

身障センター
（☎ 63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

女性の心とからだのプチセミナー
「これって『コ・ウ・ネ・ン・キ』？」

　10 月２日（日）９時 15 分～ 15 時
30 分。市役所玄関前か明倫緑地集合。
バスで小橋地区の海岸へ行き、清掃活
動を行い、集めた貝殻や漂着物を使っ
た作品づくりなど。まいづるクリーン
キャンペーン 15 周年記念事業。対象
は市内在住の人（小学生以下は保護者
同伴）。先着 70 人。無料。申し込みは、
９月 22 日（木）までに住所、氏名、年
齢（小学生以下は学校名、学年）、電話
番号、集合場所を電話かファクス、電
子メールでまいづるクリーンキャンペ
ーン実行委員会事務局（生活環境課内、
☎ 66・1005、ＦＡＸ 66・1015）へ。

　９月 25 日（日）９時 30 分～ 14 時、
文化公園体育館。３人１組でニュース
ポーツ（マイパック、RD チャレンジ、
ユニカール、公式輪投げ）を行い、総
合得点と種目別得点で競う。対象は小
学生以上。先着 20 組。申し込みは、９
月 15 日（木）までに電話かファクス
で全舞鶴勤労者福祉協議会（☎ 62・
3627、ＦＡＸ 62・3633）へ。

　９月 23 日（金 = 秋分の日）～ 25 日
（日）10 時～ 16 時（25 日は 15 時まで）、
勤労者福祉会館。絵手紙スマイルサー
クル「心を癒す絵手紙」の作品約 200
点を展示。入場無料。問同館（☎ 77・
1212）

　10 月 23 日～来年３月 11 日の日曜
日に計６回（別途実習あり）、西総合会館。
９時 30 分～ 16 時 30 分。対象は市内
在住か在勤の 18 歳以上で、平成 23 年
度の手話奉仕員養成講座入門課程の修了
者か聴覚障害者に関わるボランティアな
どの活動経験が１年以上あり地域の聴覚
障害者協会支部長の推薦を受けた人。定
員 40 人（多数の場合抽選）。テキスト
代 1,470 円。綾部市、福知山市との共
催。申し込みは、９月 16 日（金）まで
に所定の用紙（聴覚言語障害者支援セン
ターに備え付け）で。問同センター（☎
64・3911、ＦＡＸ 64・3912）

　９月10日の「下水道の日」に
ちなみ、下水道への理解を深めて
いただくため「下水道施設見学会」
を開催します。無料。申し込み不要。
▪日時　９月11日（日）10時～
16時
▪場所　東浄化センターと西浄化
センター
▪内容　生活排水がきれいな水に
なるまでの過程を浄化センターの
職員が随時説明。花の鉢植えと肥
料のプレゼントも（数に限りあり）。
▪問い合わせ先　下水道総務課
（☎66・1028）

　９月 20 日（火）13 時～ 16 時、リ
サイクルプラザ。対象は初めて参加す
る人。先着８人。参加費 1,500 円（防
犯登録料など）。修理後は各自で持ち帰
り。申し込みは、９月９日（金）まで
に電話で同プラザ（☎ 64・7222）へ。

　10 月 20 日（木）と 21 日（金）９
時～ 16 時 30 分、東消防署・防災セン
ター。先着 60 人。テキスト代 4,000
円。申し込みは、９月 16 日（金）～
10 月６日（木）に所定の用紙（消防本
部、東・西消防署に備え付け ) で。問
消防本部（☎ 66・1091）、東消防署（☎
65・0119)、西消防署（☎ 77・0119)

《オストメイト交流会》９月 25 日（日）
13時30分～15時30分、身障センター。
スワロビクスや参加者同士の意見交換、
装具の展示など。対象は市内の膀

ぼうこう

胱・直
腸機能障害者とその家族、関係者。先着
20 人。参加費 150 円。申込期間は９月
22 日（木）まで。
《社会生活講座「料理講座」》10 月２日
（日）10 時～ 14 時、中総合会館。対象
は市内在住の障害者とその家族、ボラン
ティア。先着 15 人。参加費 1,000 円。
申込期間は９月２日（金）～ 28 日（水）。
　いずれも申し込みは、電話かファクス、
電子メール（m-himawari@juno.ocn.
ne.jp）で。

　９月～ 12 月の第４火曜日、フレアス
舞鶴。13 時～ 14 時。講師は心とから
だの相談員の西村佳子さん。対象は市
内在住か在勤の女性。先着各６人。無

料。託児あり（予約が必要）。申し込み
は、実施日の前日までに電話かファクス、
電子メールで人権啓発推進室（☎66・
1022、ＦＡＸ 62・9891）へ。

　９月 24 日（土）９時～ 12 時、大
浦会館。対象は小学生（３年生以下は
保護者同伴）。先着 20 人。参加費 500
円。申し込みは、９月 20 日（火）ま
でに電話かファクスで同館（☎ 68・
2010、ＦＡＸ 68・2011）へ。

　９月 12 日（月）14 時から商工観光セ
ンター。問都市計画課（☎ 66・1048）

　９月 30 日、10 月７日・14 日の金
曜日、西公民館。13 時 30 分～ 15 時。
田辺藩士の嶺田楓江氏などの舞鶴人物
志や舞鶴の近代化とまちづくりなど。
先着 70 人。参加費 1,000 円（１回の
みの参加は 400 円）。申し込みは、９
月 22 日（木）までに電話で同館（☎
75・6501）へ。

❖ふるさと歴史講座…10 月～来年３
月の第２土曜日（３月のみ第３土曜日）。
10 時～ 11 時 30 分。城南地区の地名
や市指定文化財・糸井文庫の錦絵など
の講座のほか、町並み散策も。先着 20
人。参加費 1,800 円（１回のみの参加
は 300 円）。❖本格手作りピザ教室…
10 月 15 日（土）13 時～ 16 時。講
師は米国出身のケント・ミューリンさ

ん。先着 12 人。参加費 1,000 円。い
ずれも申し込みは、９月 14 日（水）
までに電話で。
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《赤れんが寄席》９月 17 日（土）13
時 30 分（開場は 13 時）からまいづる
智恵蔵。舞鶴市出身の笑福亭遊喬さん
と福知山市出身の桂三扇さんによる落
語。全席自由。入場料 1,000 円（当日
500 円増し、中学生以下無料）。
《「赤れんがの街・舞鶴」写生大会》10
月１日（土）10 時～ 14 時、赤れんが倉
庫群周辺。対象は小・中学生（小学生低
学年は保護者同伴）。先着 50 人。参加費
300 円。作品は 10 月 18 日（火）～ 23
日（日）にまいづる智恵蔵で展示。主催
は「赤れんがの街・舞鶴」を描こう実行
委員会。申し込みは、電話かファクス

（62・9600）、電子メール（akarenga_
shasei@yahoo.co.jp）で。

　10 月２日（日）６時～ 17 時。JR 東・
西舞鶴駅か京都交通中舞鶴バス停留所
集合。西方ヶ岳と蠑

さ ざ え

螺ヶ岳（いずれも
福井県敦賀市）を登る。先着 20 人。参
加費 3,000 円。申し込みは、９月 20
日（火）までに電話で舞鶴勤労者山岳
会事務局の森下さん（☎ 64・0036）へ。

　10 月 16 日（日）13 時 30 分～ 16 時。
海上保安庁の巡視船「だいせん」の体験
航海など。定員500人（多数の場合抽選）。
無料。荒天、事件・事故発生の場合は中止。
申し込みは、往復はがきに参加者全員（４
人まで）の住所、氏名、年齢、電話番号
を記入し、９月 16 日（金）消印有効で
第八管区海上保安本部内「JCG クルー
ズ in 舞鶴 2011」係（〒 624-8686 市
内字下福井 901）へ。問同本部総務課（☎
76・4100）

　９月 17 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、９月 14 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。

　９月 24 日（土）10 時 30 分からと
13 時 30 分から、総合文化会館。入場
料 1,000 円（当日 300 円増し、障害者
と高校生以下は 800 円）。チケットの販
売は同館や市民会館、フレアス舞鶴な
どで。主催は映画「大地の詩

うた

」舞鶴上
映を成功させる会。問舞鶴東地区更生
保護女性会の岡山さん（☎ 62・3104）

公開山行バスハイク

JCG クルーズ in 舞鶴 2011

はらぺこ倶楽部（料理教室）

映画「大地の詩」上映会まち
話題

の
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　市議会９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
本会議が先着各 38 人、委員会が先着各 15 人。
《本会議を生中継》　本会議の生中継を市役所、西支所、加佐分室に設置した
テレビやインターネットに接続したパソコンで見ることができます。
　詳しくは、議会事務局（☎ 66・1060）へ。

日　時 内　容 場　所
   ９ 日（金）   10 時 30 分から  本会議（開会）

 市議会議場
  20 日（火）   10 時から  本会議（代表質問）
  21 日（水）   10 時から  本会議（一般質問）
  22 日（木）   10 時から  本会議（一般質問、質疑）
  27 日（火）   10 時から

 常任委員会
 ※各委員会の開催日程は未定  議員協議会室

  28 日（水）   10 時から
  29 日（木）   10 時から
  30 日（金）   10 時から
  10 月６日（木）10 時 30 分から  本会議（閉会予定）  市議会議場

　10 月８日（土）17 時から総合文化
会館（開場は 16 時）。入場無料。申し
込みは、住所、氏名、電話番号、希望
人数（２人まで）を往復はがきで海上
自衛隊舞鶴地方総監部広報係（〒 625-
8510 市 内 字 余 部 下 1190） へ。 ９
月 20 日（火）必着。問同係（☎ 62・
2250）

海上自衛隊舞鶴音楽隊
ファミリーコンサート

舞鶴勤労者健康づくりフェア　

　男女共同参画社会の実現に取り組む
グループや個人が主催するイベント、
研修会などに対して年１回助成金（10
万円以内）を交付。申し込みは、10 月
２日（日）までに所定の用紙（フレア
ス舞鶴に備え付け）で。問 NPO 法人舞
鶴市女性センターネットワークの会事
務局（フレアス舞鶴内、☎ 63・3305）

つるの会ゆめ基金 助成金を交付

　９月 24 日（土）13 時 30 分～ 15
時 30 分、中央公民館。本格的なおい
しいコーヒーのたて方やコーヒーと
健康について学ぶ。先着８人。参加
費 1,700 円。申し込みは、前日まで
に電話かファクスで NPO 法人「一杯
のコーヒーから地球が見える」の園山
さん（☎ 080・1438・7028、ＦＡＸ 63・
2759）へ。

焙りたてコーヒー教室

まいづる智恵蔵（☎ 66・1035）

下水道施設見学会を開催


