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歳時記新着図書 （４月 16 日～５月 15 日）❖４月 29 日…昭和の日❖５月１日…メーデー❖５月３日…憲
法記念日❖５月４日…みどりの日❖５月５日…こどもの日❖５月８日…松尾寺の仏舞

　５月８日～ 29 日の日曜日
に計４回、中総合会館。９時
30 分～ 15 時。エクセルの基
礎を学ぶ。対象は母子家庭の
母親か寡婦。先着 12 人。参加
費 3,000 円。申し込みは、４
月 30 日（土）までに電話で母
子福祉会の常塚さん（☎ 63・
8838）へ。

パソコン講座

　５月 11 日～７月 27 日の水
曜日に計８回、陶芸館。９時 30
分 ～ 11 時 30 分。 定 員 10 人

（多数の場合抽選）。受講料１回
1,000 円。申し込みは、５月１
日（日）までに電話で同館（☎
64・3263）へ。

ろくろ教室

　５月 16 日～ 30 日の月・水・
金曜日に計７回、東舞鶴公園。
19 時～ 21 時。対象は市内在
住か在勤の社会人。先着 40 人。
参加費 3,000 円。申し込みは、
５月 10 日（火）までに電話で
同公園管理棟（☎ 63・7643）へ。

テニス教室

　５月３日（火＝憲法記念日）
９時～ 14 時、府道田井中田線
と市道空山線の交差点付近集
合。歩きながら野鳥を観察（約
８㌔）。無料。小雨決行。昼食
を持参。申し込み不要。問日本
野鳥の会の増田さん（☎ 63・
1542）

まち
話題
の
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空山探鳥会

　５月７日（土）18 時 30 分か
ら市民会館。東日本大震災の被災
者であり、世界の紛争・貧困・災
害の地で支援活動を行っている医
師の桑山紀彦さんが撮りためた映
像やオリジナルの音楽、語りのラ
イブコンサート。入場料 1,200
円 ( 前売券は 1,000 円。同館や

地球のステージ２

【東図書館】〈一般書〉花の鎖／湊かなえ。マリアの骨／鳴海章。坂物語／佐藤洋二郎。忘れられた花園 上・下／ケイト・モートン。日本の覚悟／櫻井よしこ。小沢昭一 僕のハーモニカ昭和史／小沢昭一。〈児童書〉にんじんさんとじゃがじゃがじゃん／長野ヒデ子。深海の不思議な生物／藤倉克則。
【西図書館】〈一般書〉統ばる島／池上永一。アジアに浸る／高樹のぶ子。波紋／堂場瞬一。これからの日本のために「シェア」の話をしよう／三浦展。〈児童書〉みんなで！どうろこうじ／鈴木まもる。きのうの夜、おとうさんがおそく帰った、そのわけは…／市川宣子。

問生活環境課（☎ 66・1005）

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４月 30 日、５月２日も休業。
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燃える（可燃）ごみ 休 休 休 休

燃えない（不燃）ごみ 休 休 休
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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

粗大ごみの収集申込受付 
※２ 休 休 休 休 休 休

し尿の収集 休 ※３ 休 ※３ 休 休 休

可燃ごみは指定ごみ袋で
可燃ごみ指定ごみ袋

　市では、不妊治療を受けて
いる夫婦の経済的負担を軽減
するため、保険診療の自己負
担額の２分の１を助成してい
ます。
　平成 23 年４月診療分か
らは、限度額を年 60,000
円に拡充しました（従来は
30,000 円）。

《人工授精も助成対象に》自
己負担額の２分の１を助成。
限度額は年 100,000 円。た

　舞鶴市の皆さん、１年間お世話
になり本当にありがとうござい
ました。楽しく有意義な１年で、
あっという間に任期が過ぎまし
た。
　最初は、国際交流員としての役
割が果たせるか不安もありまし
たが、舞鶴のイベントへの参加や
翻訳などさまざまな活動の中で、成長することができま
した。特に年間を通して行われた中国語講座は、とても
心に残っています。
　帰国後は、大連市と舞鶴市の架け橋となれるよう積極
的に国際交流のお手伝いをしていきたいです。また、大
連市の人たちにも舞鶴市のことを紹介していきたいです。
　では、舞鶴市の皆さんお元気で。一

イ ー チ ー ヌ ー リ ー

起努力（これから
も一緒に頑張りましょう）。

　舞鶴市国際交流員の周
しゅうひゃくえつ

百越さんが離任。１年間の任期
を終えて友好都市・大連市（中国）へ帰国されました。
周さんからお別れのあいさつです。

▲周百越さん

　３月 19 日～ 28
日に姉妹都市・ポ
ーツマス市（英国）
を訪問していた青
少年英語研修の参
加者が帰国。３月
30 日、報告のため
に市役所を訪れま
した。
　参加した高校生
８人と中学生７人
の 15 人がホームステイ先や英会話学校での体験のほか同市
のポーラ・リッチェス名誉市長を表敬訪問したことなどを
多々見市長に報告。
　「日本の地震について心配する声が多かった」「英語が使え
る仕事に就きたいという目標ができた」「他国からの留学生
と仲良くなれた」「今後も国際交流活動に積極的に参加した
い」など感想や抱負を述べました。報告を受けた多々見市長
は、「国際言語の英語が話せることは財産です。今後も知識・
経験を身に付けてさらに成長してください」と話しました。

《観光商業課》

▲ポーツマス市のポーラ・リッチェス名誉市
長を表敬訪問（３月 25 日）

４
月
23
日
・
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日　
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　引揚者の団体な
どが植樹した八重
桜 102 本がまもな
く見ごろを迎える
引揚記念公園。
　今年も、４月 23
日（土）と 24 日（日）
に「八重ざくら観
桜」を開催します。❖詩吟・尺八・琴の演奏など…10
時～ 11 時と 13 時～ 14 時。❖地元産品（サザエ・ア
ワビご飯、肉じゃがコロッケバーガー、みかんゼリー
など）の販売…10 時～ 15 時。全国から応募のあった
俳句・短歌・川柳の掲示も（当日、会場での投句・投
歌も可）。
問引揚記念館（☎ 68・0836）

102 本がまもなく見ごろ（昨年の様子）

　平成 22 年度後期（10 月
１日～３月 31 日）に市へ寄
せられた寄付についてお知ら
せします。皆さんの志に沿っ
て活用させていただきます。
　寄付していただいた皆さん
は次のとおりです。なお、匿
名の人については掲載してい

ません。
▪寄付金　今田壽孝さん（西
方寺）、川浪武信さん（京都
市）、京都丹の国農業協同組
合、髙石利男さん（愛知県）、
橘時夫さん（引土）、長雲寺、
舞鶴東佛教会、森田信彦さん

（京都市）

だし、「保険診療分」と「人
工授精分」のどちらも助成
を受ける場合の限度額は年
100,000 円。
　対象は、❖医療保険に加入
している❖治療を受けた日の
１年以上前から府内に住んで
いる人。治療を受けた日から
１年以内に申請が必要。
問 保 険 医 療 課（ ☎ 66・
1075）、西支所保健福祉係（☎
77・2253）

定例教育委員会

　４月 19 日（火）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

「人権の花」運動の作品展示

　４月 23 日（土）～ 27 日（水）
が中総合会館、４月 29 日（金＝
昭和の日）～５月５日（木＝こど
もの日）が西市民プラザ。９時～
22 時。さくら保育園、ルンビニ
保育園、三笠小、吉原小、舞鶴支
援学校、舞鶴支援学校北吸分校、
盲・聾

ろう

学校舞鶴分校の子供たちが
人権の花「スイセン」を栽培して
いる様子の写真や子供たちが描
いた絵などを展示。主催は舞鶴人
権擁護委員協議会。入場無料。問
法務局舞鶴支局（☎ 76・0858）

　軽自動車やバイクなどを所有
している人に平成 23 年度軽自
動車税納税通知書を４月 11 日、
発送しました。納付期限は５月
２日（月）。問税務課（☎ 66・
1026）

軽自動車税
納税通知書を発送

舞鶴の環境白書を作成

　市内の大気や水質、ごみなどの
状況を紹介する「舞鶴の環境～平
成 22 年度版環境白書（概要版）」

（A ４判、30㌻）と資料集（A ４
判、190㌻）を作成。生活環境課、
情報公開コーナー、西支所、加佐
分室、各公民館、大浦・城南会館、
東・西図書館で無料配布（資料集
は閲覧のみ）。市ホームページに
も掲載。問同課（☎ 66・1005）

文化財などの保全事業に補助

　地域の中で守られてきた文化
財や伝統芸能を後世に継承して
いくための事業に補助。対象は、

住宅改良資金融資制度

　増改築や修繕に必要な資金を
長期・低利で融資。対象は府の
住宅改良資金融資制度を受けて
おり、同制度の限度額を超えて
いる工事。融資額は 50 万円以
内（高潮対策工事は 100 万円以
内）。償還期間は 10 年以内。利
率は年 1.80％～ 2.27％。問建
築住宅課（☎ 66・1050）

　子ども手当の支給が、平成
23 年９月まで延長されること
になりました。これまで手当
を受給されている人は手続き
の必要はありません。支給対
象や支給額などは次のとおり。
▪支給対象　中学３年生以下
の子ども
▪支給額（月額）　１人につ

き 13,000 円
▪受給資格　支給対象者とな
る子どもを養育し、生計をと
もにしている父または母など

（所得による制限なし）
▪その他　出生や転入などで
手続きをしていない人は至急
申請を。申請月の翌月分から
の支給となります。※公務員
は勤務先で手続きを。
　詳しくは、子ども支援課（☎
66・1094）へ。

「舞援隊」今、わしらに
出来ることから！

　４月 24 日（日）11 時～ 16 時、
城南会館。バンドや和太鼓の演奏
など。入場料 1,000 円（中学・
高校生は 300 円。全額を東日本
大震災に対する義援金とします）。
申し込み不要。問舞援隊の谷口さ
ん（☎ 090・4496・9793）へ。

日星高校などで販売。学生は半
額）。託児あり（予約が必要）。
問同実行委員会の橋本さん（☎
090・5665・1902）

　市では、市内の病院や医
院、歯科医院など身近な医
療機関を紹介する「まいづ
るお医者さんマップ」（Ａ
２判８つ折り、両面カラー
刷り、8,000 部）を作製
しました。診療科や休診日、
診療時間のほか、病院への
かかり方についてのお願い
などを掲載。まずは身近な
開業医での受診をお願いします。　
　マップは乳幼児健診でお渡しするほか、子育て支
援拠点施設や市役所受付、西支所、加佐分室などで
無料配布。問医療政策推進課（☎ 66・1036）

◀
診
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　来年公開が予定されている映画
「ALWAYS　三丁目の夕日'64」の撮影
が、４月６日、成生地区で行われました。
　同作品は、「ALWAYS 三丁目の夕日」、

「ALWAYS 続・三丁目の夕日」に続く
シリーズ３作目で、出演は吉岡秀隆さ
ん、堤真一さん、小雪さん、堀北真希
さん、森山未來さんら。
　劇中の登場人物である菊池（森山
未來さん）と六子（堀北真希さん）が、
漁村の診療所（㈲成生水産事務所を診療所に見立てて撮影）で働く菊池の父親に
会いに行く場面を撮影。成生地区の市民５人も診療所の患者や漁師役のエキスト
ラとして参加しました。
　　　　　　　　　　　　　《舞鶴フィルムコミッション（事務局：観光商業課内）》

《Concert for KIDS ０才からの
クラシック》７月３日（日）11
時から市民会館。全席指定。中
学生以上 1,500 円（小学生以下
500 円）。４月 17 日（日）発売。

《わらび座 ミュージカル アト
ム》８月６日（土）14 時から総
合文化会館。全席指定。3,300
円。未就学児は入場不可。終演後、
バックステージの見学も。５月
８日（日）発売。

文化事業団（☎ 64・0880）

　４月 29 日（金＝昭和の日）10
時～16時、行永家住宅。入場無料。
問社会教育課（☎ 66・1073）

国重要文化財 行永家住宅
春の一般公開

フレアス舞鶴の無料相談

　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》４月 21 日（木）と
28 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。
《面接相談》５月 11 日（水）
11 時～ 14 時 10 分、フレアス
舞鶴。カウンセラーが応じる。
先着３人。託児あり。申し込み
は、４月 27 日（水）～前日に
電話で人権啓発推進室（☎ 66・
1022）へ。

高齢者・障害者権利擁護相談

　５月 11 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、５月
６日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

就職個別相談

　５月 11 日～ 25 日の水曜日、
就業支援センター。10 時～ 16
時。対象は求職者。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。

よちよちパーク

　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。14 店が出店。問地域子育
て支援センターよちよち広場（☎
63・4821）

ひよこひろば

　５月 11 日（水）・19 日（木）・
25 日（ 水 ）10 時 ～ 11 時 30
分、中総合会館。絵本の読み聞
かせや３Ｂ体操、保健師による
身体測定や相談、保護者同士の
交流など。対象は４か月～１歳
未満児とその保護者。先着15 組。
無料。申し込みは、４月17 日（日）
から電話で子育て支援基幹セン
ター（☎ 62・0103）へ。

親子ビクス（親子体操）遊び

　４月 28 日（木）10 時～ 11 時、
勤労者福祉会館。講師は長崎優子
さん。対象は１歳６か月以上の就
学前の子どもとその母親。先着
15 組。参加費１組 250 円。地域
子育て支援センターさるなぁと
との共催。申し込みは、４月 23
日（土）までに電話で同館（☎
77・1212）へ。

市営住宅入居者

　加津良（３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

赤煉瓦談義

　４月 25 日（月）18 時～ 19 時
30 分、赤れんが博物館。「銀座
煉
れ ん が

瓦街の誕生」をテーマに政治的・
経済的背景について学ぶ。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。

市
民
エ
キ
ス
ト
ラ
も
参
加

▲演技指導を受ける市民エキストラ

　５月 12 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５月 27 日～ 11
月 12 日生まれ）…先着 20
人❖２歳児（平成 21 年１月
20 日～５月 11 日生まれ）
…先着 30 人。参加費 300 円。
各１回のみ参加可。申し込み
は、４月 20 日（水）から電話で。

保健センターから
☎ 65・0065

歯っぴースマイル教室
( ２歳児むし歯予防教室 )

　５月７日（土）が東図書館、
８日（日）が西図書館。いずれ
も 10 時 30 分 ～ 11 時 30 分
と 14 時～ 15 時。対象は小学
生。 先 着 各 20 人。 無 料。 申
し込み不要。問東図書館（☎
62・0190）、西図書館（☎ 75・
5406）

やさいスタンプであそぼう

《おはなし会》５月 11 日（水）
15 時～ 16 時。人形劇やエプロ
ンシアター。対象は幼児と小学生。

東図書館（☎ 62・0190）

《おはなし会》５月 14 日（土）
11 時～ 11 時 30 分。てぶくろ
人形や絵本の読み聞かせ。対象
は幼児とその家族。

《おはなしのろうそく》５月 21
日（土）。小学生以上…10 時 30
分～ 11 時、４歳以上…11 時５
分～ 11 時 30 分。ストーリーテ
リングと絵本の読み聞かせ。
　いずれも無料。申し込み不要。

西図書館（☎ 75・5406）

中国語講座

《初級 ( 若干の経験がある人向
け )》５月 10 日から。❖毎週
火曜日…10 時 30 分～ 12 時と
18 時 30 分～ 20 時。

《中級》５月 10 日から。❖毎週
火曜日…18 時 30 分～ 20 時❖
毎週木曜日…10 時 30 分～ 12
時。

《初級 ( 未経験の人向け )》５月
12 日から。❖毎週木曜日…18
時 30 分～ 20 時。
　いずれも来年３月まで（祝日
は休み）。会場は西総合会館。先
着各５人。受講料月 3,000 円（テ
キスト代が別途必要）。申し込み
は、４月 28 日（木）までに電
話で NPO 法人舞鶴国際交流協
会（☎ 75・8801）へ。

　細菌性髄膜炎は、早期の診
断が困難で重症化しやすく、
治療が遅れると発達の遅れや
てんかん、難聴などの後遺症
が見られることがあります。
予防には、ヒブワクチンと小
児用肺炎球菌ワクチンの接種
が有効です。
　市では、市内の協力医療機
関で全額公費負担による接種
を開始（希望者のみ）。対象者
には順次お知らせします。市

外で接種する場合は保健セン
ターへ連絡を。
▪対象　いずれも生後２か月
～４歳
▪接種開始の年齢と回数　い
ずれも接種を始めた年齢が生
後２か月以上７か月未満は計
４回。７か月以上１歳未満は
計３回。１歳～４歳は計１回

（ただし１歳児の小児用肺炎球
菌ワクチン接種は計２回）。
　詳しくは、同センターへ。

❖文化財の修理❖収蔵庫の設置・
修繕❖芸能備品の購入・修繕❖
芸能記録の作成❖伝承教室の開
催❖説明板の設置など。各自治
会長あてに送付する申請書に必
要事項を記入し、５月 13 日（金）
までに社会教育課へ。問同課（☎
66・1073）
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舞鶴で映画ロケ

連休中のごみ・し尿の収集

英語研修参加者が帰国 八重ざくら観桜を開催

定期収集にご協力を

ポーツマス市での体験を報告

し尿くみ取り

舞
鶴
市
の
皆
さ
ん 

一
起
努
力

国際交流員・周百越さんが離任

子ども手当の支給
９月まで延長

温かい善意をありがとうございました

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種

を
作
製

お
医
者
さ
ん
マ
ッ
プ

全額公費負担で接種開始

不妊治療費助成事業を拡充

《読書会》５月 12 日（木）13
時 30 分～ 15 時 30 分。作品は
津村節子著「智恵子飛ぶ」。
　いずれも無料。申し込み不要。

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❖市税を滞納
していない❖連帯保証人が１人
必要。案内書は４月 18 日（月）
から建築住宅課と西支所庶務係
で配布。申し込みは、４月 25
日（月）～ 28 日（木）に同課（☎
66・1050）へ。

　し尿は市が許可した業者が
計画的に収集しています。急
なくみ取り依頼は、一日の収
集計画に影響を与え、予定し
ていた収集ができなくなる場
合があります。また、臨時料
金（620 円）が発生する場合
があるほか、余分な燃料が必
要になります。
　環境にやさしく経済的負担
の少ない定期収集にご協力を
お願いします。
　各地域のくみ取り周期や料
金の支払い方法などは、次の

収集業者にご相談を。
❖東地区（寺川以西を除く）、
西地区（清美が丘、上安東町、
府道上安倉谷線以東の南上
安、JR 舞鶴線以北の上安）…
舞鶴厚生㈱（☎62・1484）
❖東地区（寺川以西）、中地
区（全域）、西地区（吉原、匂崎）
…舞鶴保健興業㈲（☎ 75・
1506）
❖西地区（上記２社以外の地
区）、加佐地区（全域）…㈱
アクア（☎75・2185）
　　　　　　　《生活環境課》


