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歳時記新着図書 （３月16日～４月15日）❖３月20日、21日…白糸中学校「新校舎おひろめ見学会」「現校舎さよなら見学会」❖３月21日…春分の日❖３月23日…小学校卒業式❖３月26日…岡田・由
良川中学校閉校式❖３月27日…岡田上・岡田中・岡田下・八雲・神崎小学校閉校式❖４月２日…岡田・由良川小学校、加佐中学校開校式❖４月６日…小学校入学式❖４月８日…中学校入学式。

親子音楽教室

　４月 13 日（水）10 時 30 分
～ 11 時 30 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 20 組。参加費子ども１人に
つき 300 円。申し込みは、３月
17 日（木）10 時から同センタ
ー（☎ 76・8333）へ。

 

知症を患った高齢の女性が外出して所在不明になった」との想
定で、認知症高齢者役の女性６人が森・行永地区やＪＲ東舞鶴
駅周辺を徘徊。森・行永・与保呂地区あんしんネットワークの
会員、警察、行政など約100人が参加し、３人１組となって所
在不明の女性を捜して優しく声をかける訓練を行いました。
　また、認知症高齢者役が落としたマフラーを手掛かりに、警
察犬が臭いをたどって捜す訓練もあわせて行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  《高齢・障害福祉課》

【東図書館】〈一般書〉夢で逢いましょう／藤田宜永。女子芸人／神田茜。ポリス猫ＤＣの事件簿／若竹七海。〈児童書〉ピンクのれいぞうこ／ティム・イーガン。ホネホネ絵本／スティーブ・ジェンキンズ。
【西図書館】〈一般書〉四畳半王国見聞録／森見登美彦。ラストラン／角野栄子。史記ー現代語訳／司馬遷。〈児童書〉空からきたひつじ／フレート・ロドリアン。木のなまえノート／いわさゆうこ。

▲臭いをたどって所在不明の女性を
捜す警察犬

みんなであそぼ

　３月 29 日（火）10 時 30 分～
11 時 30 分、中総合会館。子育
てサークルの母親による大型紙芝
居や手遊びなど。谷田吉久さんに
よるマジックショーも。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、３月
17 日（木）から電話で子育て支
援基幹センター（☎ 62・0103）へ。

木の玉ボールプールであそぼう

定例教育委員会

　３月 27 日（日）10 時～ 15
時、おもちゃ図書館（西乳児保
育所内）。木でできた小さなボー
ル 10,000 個が入ったプールで遊
ぶ。対象は就学前の子どもとその
保護者。無料。申し込み不要。問
同保育所（☎ 76・0573）

　３月 24 日（木）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

　３月 26 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、特別養護老人ホーム
真愛の家 寿荘。社会福祉法人真
愛の家と城南・城北地域包括支
援センターの職員で構成する「た
けちゃん一座」が出演。市が主催。
無料。申し込み不要。問グルー
プホーム真愛の家 恵の里（☎
78・1221）

企画「子ども写真教室」で子供た
ちが撮影した写真 26 点なども展
示。入場無料。

《コミュニティコンサート 出演
者を募集》７月 10 日、９月４日、
12 月 11 日の日曜日に開催。先
着各４組。申し込みは、開催日の
２か月前までに。

《コミュニティ作品展 出展者を
募集》12月10日（土）と11日（日）
に開催。先着２組。申し込みは、
開催日の２か月前までに。

　会場はいずれも総合文化会館。

　国勢調査の実施に合わせ、市民の皆さんから募集し
ていた 10 月１日現在の舞鶴市の「人口予想クイズ」に
243 通の応募がありました。ピタリ賞はでませんでした
が、正解との誤差が１人違いで福島武雄さん（北田辺）
と倉橋咲子さん（白糸中２年）がニアピン賞を獲得され
ました。そのほか、正解に近かったほかの６人にも賞品
を進呈しました。

国勢調査に関するお問い合わせは、総務課（☎66・1044）へ。

　平成22年10月１日現在、
一斉に実施した国勢調査の
速報値がまとまりました。
舞鶴市の人口と世帯数は次
のとおりです（総務省発表）。

▪人口　88,681 人（3,052
人減＝平成 17 年の調査と比
較）
▪世帯数　35,260世帯（362
世帯増＝同）

　３月 21 日～４月 20 日、「そ
の油断 緑の森を 火の海に」を統
一標語に、山火事予防運動を実
施。たき火やたばこなどの火の
始末には十分注意し、森林の保
全と地域の安全に努めましょう。
　　　　　　　　　《消防本部》

　いずれも無料。申し込み不要。
《おはなし会》４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》４月７日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品はＦ・
スコット・フィッツジェラルド
著「華麗なるギャツビー」。

《キラキラスライムをつくろう》
４月９日（土）10 時 30 分～
11 時 30 分。対象は小学生。先
着 15 人。

あひるの学校

　４月 21 日（木）～来年３月
に月２回程度、西公民館ほか。
19 時～ 21 時。レクリエーショ
ンインストラクターを養成。対
象は 18 歳以上。先着 40 人。受
講料 10,000 円（テキスト代が
別途必要）。申し込みは、４月
18 日（月）までに住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、職場（学
校）名をはがきかファクス（62・
9897）で市レクリエーション
協会事務局（社会教育課内）へ。
問同事務局（☎ 66・1073）

《ソフトエアロビクス教室》４
月～来年３月の毎週火・金曜日。
10 時～ 11 時。エアロビクスや
ストレッチ体操など。講師は長崎
優子さん。参加費１回 250 円（45
歳以上は 180 円）。申し込みは電
話で。

《活き活き健康料理教室》４月～
来年３月の第２・４木曜日。９時
～ 12 時。講師は堀祥子さん。先
着 25 人。参加費１回 1,000 円

（材料費が別途必要）。申し込みは、
３月 31 日（木）までに電話で。

東図書館（☎ 62・0190）

《にしとしょかん はるまつり》
４月２日（土）10 時～ 15 時
30 分。模擬店ごっごや折り紙コ
ーナーなど。おはなし会（11 時
～ 11 時 30 分）も。対象は幼児
と小学生。無料。申し込み不要。

　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》３月 17 日（木）
と 24 日（木）10 時～ 16 時。
専用電話（65・0056） へ。

《面接相談》４月 13 日（水）
11 時～ 14 時 10 分、同センタ
ー。 カウンセラーが応じる。先
着３人。託児あり。申し込み
は、３月 30 日（水）～前日に
電話で人権啓発推進室（☎ 66・
1022） へ。

《ワンダフル舞
鶴写真展》３月
18 日（ 金 ） ～
21 日（月＝春分
の 日 ）10 時 ～
17 時。 市 内 各
地で撮影された
写真 126 点を展
示。夏休み特別

西図書館（☎ 75・5406）

文化事業団（☎ 64・0880）

寸劇「認知症！？
こんな時どうする？」

男女共同参画センター
( フレアス舞鶴 ) の無料相談

　４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、４月
８日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　ふるさと舞鶴あぐりブランド推奨制度の推奨品
12 品目の認定を更新。同制度は、農家や加工グ
ループがこだわりを持って作った農産物や加工品
などを推奨することで、舞鶴産品のブランド化や
PR、地産地消を進めようとするもの。推奨期間
は２年間。推奨品は全部で 29 品。認定が更新さ
れた推奨品は次のとおり。
❖舞鶴特産 落花生❖舞鶴いちご 章姫❖めでたま
ご❖赤岩高原卵❖西方寺の生きた自然の味 有精
卵❖万願寺とうがらし みっくす漬❖万願寺とう
がらし だぶる漬❖万願寺とうがらし しょうゆ漬
❖大浦みかん❖とっちゃんの岸壁とまと❖菌床し
いたけ バンビのヒップ（「金賞」から「菌床」に
名称変更）❖舞鶴いちご 紅ほっぺ
　詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。

高齢者・障害者権利擁護相談

　４月６日（水）と 20 日（水）
10 時～ 16 時、就業支援センタ
ー。対象は 34 歳以下の求職者。
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。

　平成 22 年度の定期監査や 21
年度一般会計・特別会計の決算
審査、健全化判断比率等審査な
どの結果を公表。情報公開コー
ナー、西支所、加佐分室、中央・
南公民館、東・西図書館で閲覧
できます。市ホームページにも
掲載。問監査委員事務局（☎
66・1080）

《10 月採用》❖男性Ａ…昭和
56 年４月２日以降生まれで大学
を卒業したか９月 30 日までに
卒業見込みの人。約 35 人❖男
性Ｂ…昭和 56 年４月２日～平
成５年４月１日生まれで男性Ａ
に該当しない人。約 30 人。

《来年４月採用》❖男性…昭和
56 年４月２日以降生まれで 10
月１日～来年３月 31 日に大学
卒業見込みの人。約 60 人❖女
性…昭和 56 年４月２日以降生
まれで大学を卒業したか来年３
月 31 日までに卒業見込みの人。
約 10 人。
　いずれも１次試験は５月８日

（日）。受付期間は４月 15 日（金）
まで。問舞鶴警察署（☎ 75・
0110）

　３月 26 日（土）13 時～ 16 時、
同校。学校紹介や白衣の着衣体
験、看護学生との交流など。無料。
申し込みは、前日までに電話か
ファクスで同校（☎ 63・4338、
ＦＡＸ 63・3014）へ。

　市税や国民健康保険料などの納
付には、納め忘れがなく便利な口
座振替の利用を。平成 23 年度の
軽自動車税と固定資産税１期分の
納付期限は５月２日（月）。口座
振替を希望する人は、通帳と届出
印、納税（納入）通知書を持って
４月 15 日（金）までに金融機関
の窓口で申し込みを（郵便局は３
月 31 日（木）まで）。納付期限
が過ぎて 20 日以内に納付がない
場合には督促状を発行します（京
都地方税機構に徴収業務を移管す
る旨も合わせて通知）。期限まで
の納付にご協力をお願いします。
問納税課（☎ 66・1025）、保険
医療課（☎ 66・1007）

若者向け就職個別相談

監査結果など閲覧できます

京都府警察官を募集

山火事予防運動

市税などの納付は
口座振替で

　ごみの回収量の均一化と収
集の効率化を図るため、次の
地域の燃えない（不燃）ごみ
の収集日を４月から変更しま
す。❖寿、高野台、高野由里
…第４月曜日❖上福井…第４
木曜日❖八戸地…第４金曜日

　詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

　燃えない（不燃）ごみの収集
日やごみの分別・処理方法など
を掲載した平成 23 年度版ごみ
収集カレンダーを作製しまし
た（Ａ４判、28㌻）。３月 24
日（木）の新聞折り込みでお届

けします（希望者には無料で郵
送。広報まいづるを郵送でお届
けしている人には４月１日号
と一緒に郵送）。生活環境課や
西支所庶務係、加佐分室などで
も３月 24 日から配布。

燃えない（不燃）ごみ
収集日を一部変更

舞鶴医療センター
附属看護学校の学校公開

ごみ収集カレンダーを作製

　市議会３月定例会の日程は下表のとおり。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３月定例会

日時 内容 場所

16日（水）10時から 経済消防委員会

議員協議会室
17日（木）10時から 民生労働委員会

18日（金）10時から 建設委員会

22日（火）10時から 総務文教委員会

28日（月）10時30分から 本会議（閉会予定） 市議会議場

▲市長賞の作品
「空を泳ぐ」

　３月 31 日（木）までの 10 時
～ 16 時。身障センター。自閉
症児・者の住みよい地域づくり
をすすめていく会「れいんぼう」
の子供たちの絵画約 20 点を展
示。入場無料。問同センター（☎
63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

　市民、警察、行政が連携し、
地域で高齢者や介護する家族
を支援する取り組みの一環と
して、３月３日、認知症高齢
者の広域徘

はいかい

徊対応模擬訓練を
舞鶴、綾部、福知山の北部３
市で実施。
　訓練では、「舞鶴市内で認

《手びねり体験》４月３日（日）
９時 30 分～ 11 時 30 分。先着
30 人。受講料 1,000 円。申し
込みは、前日までに電話で。

《手びねり講座》４月３日～８
月の土・日曜日に計 12 回、13
時 30 分 ～ 15 時 30 分。 定 員
20 人（多数の場合抽選）。受講
料１回 500 円（材料費が別途必
要）。申し込みは、３月 27 日（日）
までに電話で。

　４月９日～ 12 月の土曜日に
計 12 回、まいづる智恵蔵。10
時～ 17 時。講師は京都工芸美
術作家協会会員で染色家の岡田
明彦さん。受講料１回 4,000 円

（材料費が別途必要）。申し込み
は、４月１日（金）までに所定
の用紙（まいづる智恵蔵に備え
付け）で。問まいづる智恵蔵（☎
66・1035）

まち
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の
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　いずれも会場は中総合会館。
《「１/ ４の奇跡～本当のことだ
から～」上映会》３月 22 日（火）
13 時 10 分～ 14 時 50 分。入場
料 800 円（当日 200 円増し、学
生 500 円）。上映後、参加者交流
会も。申し込みは、前日までに住
所、氏名、電話番号を電話で。

《「しあわせのかたち」写真展》
３月 22 日～ 27 日（日）９時～
17 時（22 日は 12 時から。27
日は 15 時まで）。障害のある子
どもを持つ保護者が撮影した写
真を展示。入場無料。
問おかだの里からお産といのち
を守る会の新宮さん（☎ 77・
7153）

ろうけつ染め講座

陶芸館（☎ 64・3263）

映画上映会・写真展

　３月 20 日（日）と 21 日（月＝
春分の日）９時～ 17 時（21 日
は 16 時まで）、松尾寺駅前観光
交流施設。入場無料。問 NPO 法
人駅舎と共にいつまでもの福村さ
ん（☎ 62・3266）

生け花・押し葉な展
in 松尾寺駅

　４月３日（日）10 時～ 14
時、白糸浜神社集合。与保呂川
の千本桜を通り国の重要文化財・
桂貯水池堰

えんてい

堤まで歩く。約７㌔
の行程。無料。昼食を持参。小
雨決行。申し込み不要。問実
行委員会の細川さん（☎ 090・
3971・9717）

与保呂川さくら
ウオーキング

《桜と海と旧海軍施設めぐり》４
月２日（土）11 時～ 16 時。JR
東舞鶴駅北口集合。観光ガイドボ
ランティア「けやきの会」が案内。
約 10㌔の行程。先着 25 人。参
加費 700 円。

《神崎、油江を訪ね 春の海・風
を楽しむ》５月 15 日（日）11
時～16時。KTR丹後神崎駅集合。
SKY 舞鶴クラブが案内。約８㌔
の行程。先着30人。参加費500円。
　いずれも希望者には弁当を販
売。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。

《五老岳から共楽公園ハイキン
グ》５月 22 日（日）９時 15 分
～ 15 時。西運動広場集合。舞鶴

ネイチャーガイドの会が案内。約
６㌔の行程。先着 20 人。参加費
500 円。雨天中止。申し込みは、
電話かファクスで商工観光センタ
ー（☎ 64・6800、ＦＡＸ 65・2666）へ。
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クレインブリッジライトアップ

　４月１日（金）～５月８日（日）。
点灯時間は日没後30分～22時。
問土木課（☎ 66・1053） 　東北地方太平洋沖で発生した

地震による被災者を支援するた
め、義援金を受付中。義援金箱
を市役所１階ロビー、西支所、
加佐分室、中央・東・西・南公
民館、大浦・城南会館に設置。
問地域福祉推進課（日本赤十字
社舞鶴市地区、☎ 66・1011）

東北地方太平洋沖地震
義援金にご協力を

　「平成 23 年度がん検診等のご
案内」を４月１日（金）に新聞
折り込みでお届けします（希望
者には無料で郵送。広報まいづ
るを郵送でお届けしている人に
は４月１日号と一緒に郵送）。保

保健センターから
☎ 65・0065

がん検診等のご案内

健センター、保険医療課、西支
所保健福祉係、加佐分室、東・西・
南公民館、大浦・城南会館、各
市民交流センター、福来コミュ
ニティセンター、西駅交流セン
ターでも４月１日から配布。

《申し込みができる検診など》
❖胃がん❖結核・肺がん❖大腸
がん❖乳がん❖子宮がん❖歯周
疾患❖レディース 30。

丹後でのんびり 春色ハイキング

▲推奨
　マーク

　３月 21 日（月＝春分
の日）は燃える（可燃）
ごみの収集を休みます。
燃えない（不燃）ごみは
通常どおり収集（第３月
曜日が収集日となってい
る地域のみ）。

　中学１年生～高校１年生に相
当する年齢の女性を対象とした
子宮頸

けい

がん予防ワクチンの全額
助成を実施していますが、現在、
ワクチンが全国的に不足してい
ます。７月ごろまで供給不足が続
く見込みですので、ワクチンが安
定供給されるまでの間、国の方針
に沿って、1 回目の接種を差し控
え、既に接種を開始した人への２・
３回目の接種が優先されます。ご

理解とご協力をお願いします。ワ
クチンが安定供給されるように
なりましたら、広報まいづるなど
でお知らせします。
　なお、現在高校１年生に相当す
る年齢の女性が全額助成を受け
るためには、１回目の接種を３月
末までに終えることが条件です
が、当分の間、４月以降に１回目
の接種を受けた場合も助成の対
象になります。

子宮頸がん予防ワクチンが不足しています
位置図

物件

北

大波上集会所

市道大波下白屋線
朝来中川 田口神社

日本板硝子㈱
舞鶴事業所
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　市が所有する土地の予
定価格を公表し、先着順
で購入の申し込みを受け
付けます。
▪物件　宅地（右図＝
市内字朝来中小字八田
170-38、313.75平方㍍）

書類を添えて同課へ提出。
▪申込受付の開始日時　３月
23 日（水）９時
　詳しくは、同課（☎ 66・
1045）へ。

▪予定価格　14,700,000 円
▪申し込み方法　申請書（管
財契約課、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）に必要

サロン「ぽーれぽーれ」
ミニギャラリー企画展

《おはなしのろうそく》４月 16
日（土）。小学生…10 時 30 分
～ 11 時、４歳以上…11 時５分
～ 11 時 30 分。ろうそくをとも
した部屋でのストーリーテリン
グや絵本の読み聞かせ。

　70 ～ 74 歳で医療機関での窓口負担が現在１割の人
に、３月 14 日、国民健康保険（国保）の新しい高齢
受給者証を発送しました。平成 23年３月 31日までと
なっていた１割負担を国の特例措置により、24 年３月
31日まで延長します（今までの受給者証には「２割（23
年３月まで１割）」と記載）。
　有効期間は４月１日～７月31日の４か月間。ただし、
期間内に後期高齢者医療制度に加入する人は加入日の
前日まで。８月１日以降の受給者証は、22 年中の収入
により負担割合を判定するため７月下旬に送付。

　国民健康保険に関するお問い合わせは、保険医療課（☎
66・1003）か西支所保健福祉係（☎ 77・2253）へ。

　会社などを退職する場合、
現在加入している保険の任意
継続か国保への加入手続き

（加入している保険の資格喪
失日から 14 日以内）が必要。
他の市町村へ転出する場合や
就職で職場の健康保険に加入
する場合は、保険医療課か西
支所保健福祉係へ届け出と保

険証の返還を。
　また、大学や専門学校など
へ進学するため住民票を異動
し市外に転出する場合、在学
証明書か学生証を持参し同課
か同係へ届け出が必要。その
ほかの健康保険については各
職場へ問い合わせを。

　３月～５月の間、国民健
康保険料の支払いや納付の
相談、国保資格喪失届など
の休日・時間外の受け付け
を行います。❖休日受付…
３月 27 日・４月 24 日・

５月 29 日の日曜日、９時
～ 17 時❖夜間受付…３
月 30 日・４月 27 日・５
月 25 日の水曜日、17 時
～ 19 時。いずれも場所
は保険医療課（市役所別
館１階）。問同課（☎ 66・
1007）

新しい高齢受給者証を発送

退職や転出・転居・進学する人は手続きを
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国民健康
保険

休日・時間外も受付

勤労者福祉会館（☎ 77・1212）

可燃ごみ指定ごみ袋

祝日の
ごみ収集

市有地 予定価格を公表し売却 

市の人口は88,681人
平成22年国勢調査

認知症高齢者徘徊訓練を実施認知症高齢者徘徊訓練を実施認知症高齢者徘徊訓練を実施

認知症高齢者の徘徊対応訓練を実施


