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　６月 18 日（土）13 時 30 分～
16 時、中総合会館。中学生が日
常の中で感じていることや考えて
いることを発表。入場無料。問舞
鶴子ども育成支援協会事務局（子
ども支援課内、☎ 66・2120）

少年の主張大会

文庫山学園（☎ 64・4060）

６月はアジサイが美しい季節です。自然文化園ではもうすぐ「ひと目５万本」のアジサイの海が広がります。皆さんもぜひ体験してください（S.T）。「丹後とり貝はじまるキャンペーン」
に続き「舞鶴岩がき丼キャンペーン」がスタート！プリプリの食感と濃厚な味の舞鶴産の岩がき。この機会に地元産の旬な夏グルメを食べつくしましょう（H.K）。編集室メモ

【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。

【乳幼児】３か月・10 か月・１
歳６か月・３歳児健診…該当者
には通知。対象、日程は保健セ
ンターかホームページで。

　平成 22 年度に実施した大腸
がん検診では、受診者 3,187 人
のうち 12 人から大腸がんが発
見されました。早期発見・早期
治療のためにぜひ受診を。
▪対象　昭和 47 年３月 31 日
以前生まれ
▪期間　10 月 31 日（月）ま
で
▪場所　市内の実施医療機関
▪料金　500 円
▪申し込み方法　電話で同セン
ターへ。

　乳がん検診の大切さや病
気に関することを詳しく説
明する乳がん検診講演会を
次のとおり開催します。無
料。申し込み不要。
▪日時　６月 17 日（金）
18 時 30 分～ 19 時 30 分
▪場所　中総合会館
▪内容　おおえ乳腺クリ
ニックの大江信哉院長によ
る講演「知っているようで
知らない乳がん」

　６月４日～ 10 日は歯の衛
生週間。市では、8

　はちまるにいまる

0 2 0 運
動（80 歳で 20 本以上の歯を
残す）を推進し、幼児のむし歯、
成人の歯周病予防に取り組ん
でいます。
　今年度も 40 歳以上の節目
の年齢の人を対象に、歯周疾
患検診を実施。この機会にぜ
ひ受診を。
▪対象　40・50・60・70 歳
の人（来年３月 31 日現在）
▪内容　歯周病検査、歯・軟

組織・顎
がく

関節などの検診、ブ
ラッシング指導
▪期間　来年２月 29 日（水）
まで
▪場所　市内の協力歯科医療
機関
▪料金　500 円（減免制度あ
り）
▪申し込み方法　住所、氏名、
性別、生年月日、電話番号を
はがき（〒 625-0087 市内字
余部下 1167）か電話で同セ
ンターへ。

　対象などは保健センターかホ
ームページで。転入や紛失など
で予診票がない人は、同センタ
ーへ連絡を。
▪個別接種＝市内の協力医療機
関　❖乳幼児（BCG、三種混
合１期、麻しん風しん（MR）
１期・２期、日本脳炎１期）❖
児童（三種混合２期、日本脳炎
２期）❖生徒（麻しん風しん
（MR）３期・４期）…いずれも
該当者には通知。

　会場名の記載がない催しは保健
センターで開催。申し込みは、特
に指定がない場合は同センター
へ。協力医療機関についてのお問
い合わせも同センターへ。

教室・相談▶▶▶ ◀◀◀

予防接種▶▶▶ ◀◀◀

健康診査▶▶▶ ◀◀◀

大腸がん検診の受診を

介護保険料
納入通知書を送付

乳がん検診講演会

歯周疾患検診を実施
口は健康の入口！　歯から健康に

保健センター
☎ 65・0065

６月の
日程 【歯っぴースマイル教室(２歳児

むし歯予防教室)】16 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７月７日～
12月17日生まれ）…先着 20
人❖２歳児（平成21年３月５
日～21年７月１日生まれ）…
先着 30 人。いずれも参加費 300
円。各１回のみ参加可。申し込み
は、２日（木）から電話で。
【健やか育児相談】20 日（月）
９時 30 分～ 11 時。育児の悩み
や歯・食事の相談、身体計測など。
対象は乳幼児の保護者。無料。申
し込み不要。
【離乳食教室】24 日（金）14 時
～ 16 時。離乳食の話と試食。対
象は６～９か月児の保護者。先着
15人。無料。対象児のみ託児あり。
申し込みは、２日から電話で。
【心の健康相談室】27 日（月）
11 時～ 15 時 45 分。子育ての
悩みや人間関係、仕事のストレス
などの相談にカウンセラーが応じ
る。先着３人。無料。申し込みは、
２日～ 24 日に電話で。

▪㈱東田設備（☎66・0458）
※ 19 時以降は市役所（☎ 62・
2300）か西支所（☎ 75・2250）へ。

休日・夜間の水道修理

診療日 診療時間 当番病院（内科・外科）

 ４ 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

 ５ 日（日） ９時から

11 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

12 日（日） ９時から

18 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

19 日（日） ９時から

25 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

26 日（日） ９時から

診療日 診療時間 小児科一次診療

  ５日（日）
９時～ 18 時

※受け付けは
17 時 30 分まで

舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

12 日（日） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

19 日（日） 舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

26 日（日） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

軽症などの緊急を要しない症状の場合は、
できる限り平日の診療時間内にかかりつけ医での受診を

※受診はできる限り昼間の時間帯にお願いします。

　日曜日・祝日の小児科一次診療について、下表の当番病院で小児科医による診
療を実施しています。

休日の小児科一次診療

休日・土曜日の救急・急病診療

▪市府民税、国民健康保険料、
介護保険料

１期分（６月 30 日）

納　　期

　市議会６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。
　詳しくは、議会事務局（☎ 66・1060）へ。

市議会６月定例会

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

市議会議場13 日（月）10 時から 本会議（一般質問）
14 日（火）10 時から 本会議（一般質問、質疑）
16 日（木）10 時から 経済消防委員会

議員協議会室
16 日（木）13 時から 民生労働委員会
17 日（金）10 時から 建設委員会
17 日（金）13 時から 総務文教委員会
24 日（金）10 時 30 分から 本会議（閉会予定） 市議会議場

献　　血

❖ 23 日（木）９時 30 分～ 11
時 30 分と 12 時 30 分～ 15 時
30 分、港湾合同庁舎❖ 28 日（火）

９時 30 分～ 11 時 15 分と 12
時 15 分～ 15 時 30 分、ポリテ
クカレッジ京都。いずれも 400
㍉㍑献血のみ。骨髄バンクドナー
登録会も開催。

６ 月のカレンダー６ 月のカレンダー

《作品展》６月 16 日（木）～
29 日（水）９時～ 16 時（29
日は 12 時まで）。同学園のサー
クル活動などで描いた絵画や書、
写真など約 150 点を展示。
《学園祭》６月 18 日（土）10
時～ 15 時。サークルや講座の
発表、模擬店など。

　６月 18 日（土）と 19 日（日）
10 時～ 17 時（19 日は 16 時ま
で）、勤労者福祉会館。粘土で作

　６月 23 日（木）９時 30 分～
12 時、勤労者福祉会館。講師は
舞鶴料理学院の堀祥子さん。先
着 25 人。参加費 1,000 円。申
し込みは、６月 18 日（土）まで
に電話で同館（☎ 77・1212）へ。

スイーツデコ作品展スイーツデコ作品展

　自分の得意分野で講師にチャレ
ンジする企画案を募集（募集は１
件）。対象は市内在住の女性グル
ープか個人。決定した企画は９月
～来年２月に同センターで実施。
申し込みは、６月２日（木）～
15 日（水）に企画案を郵送（〒
625-0087 市内字余部下 1167）
かファクスでフレアス舞鶴（☎
65・0055、ＦＡＸ 62・0872）へ。

「チャレンジ講座」企画案

　活動期間は７月１日（金）～
来年２月 28 日（火）。加佐ふる
さと塾や加佐地区の村おこし委員
会などが主催する行事の企画から
運営に参加し、地域住民との交流
を深める。応募資格は市内・近隣
市に在住か在勤・在学の 18 歳以
上で加佐地区の振興に理解がある
人。定員20人程度。申し込みは、
６月 30 日（木）までに郵送（〒
624-0102 市内字志高 1005）か
電話、ファクス、電子メールで加
佐ふるさと塾事務局（加佐分室内、
☎ 83・0014、ＦＡＸ 83・0320）へ。

加佐ふるさと塾サポーター

《再生品の展示・申し込み》６
月 30 日（木）までの平日と 19
日（日）８時 30 分～ 16 時 30 分。
家具など 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）。
《フリーマーケット出店者》６
月 26 日（ 日 ）10 時 ～ 12 時。
同プラザ屋内。対象は 20 歳以
上。販売業者や事業所の出店、
飲食物の販売は不可。先着26店。
出店無料。申し込みは、６月 15
日（水）までに電話で。

リサイクルプラザ
（☎ 64・7222）

　８月５日（金）13 時～ 16 時、
商工観光センター。先着 50 社。
主催は実行委員会。申し込みは、
６月 27 日（月）までに電話でハ
ローワーク舞鶴（☎ 75・8609）へ。

就職面接会「ふるさとコール
MAIZURU」参加事業所

　６月 19 日（日）９時～ 15 時、
長谷公民館集合。チェーンソー
の講習や間伐の実践など。先着
30 人。無料。小雨決行。主催は
NPO 法人山悠遊・森林サポート
まいづる。申し込みは、６月 15
日（水）までに電話で農林課（☎
66・1023）へ。

森林ボランティア

　６月 18 日（土）10 時～ 14
時、杉山市民農園。先着 18 人。
参加費 1,800 円（昼食のピザ付
き）。主催は NPO 法人名水の里
杉山。申し込みは、６月14日（火）
までに電話で農林課（☎ 66・
1023）へ。

杉山石窯パン焼き教室

　６月 25 日（土）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、加佐公民館。講
師は飯田和子さん。先着 30 人。
参加費 200 円。申し込みは、６
月 18 日（土）までに電話で同
館（☎ 83・0014）へ。

布草履作り教室

松花堂弁当づくり教室

　６月 18 日（土）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、東公民館。講
師は﨑山文子さん。先着 24 人。
参加費 3,500 円。申し込みは、
６月 14 日（火）までに電話で
同館（☎ 62・1237）へ。

プリザーブドフラワー教室

　７月 16 日（土）～８月 28 日
（日）９時 30 分～ 18 時 30 分。
対象は 18 ～ 60 歳（高校生を除
く）。日給 6,200 円（交通費別途
支給）。定員25人程度（選考あり）。
申し込みは、６月 30 日（木）ま
でに履歴書をコミュニティ振興公
社へ郵送（〒 625-8555）か持参。
問同公社（☎ 66・1061）

文化公園プール監視員

　６月６日（月）13 時 30 分か
ら西総合会館。７月 10 日（日）
に執行予定の市農業委員会委員
一般選挙の立候補予定者に対し、
手続き方法などを説明。問市選
挙管理委員会事務局（総務課内、
☎ 66・1044）

 

　商店街での創業に必要な知
識やノウハウを学ぶ『商店街』
創業塾を開講。参加者を募集
します。商工会議所との共催。
▪場所　ほっとハウス
▪対象　商店街で創業を希望
する人
▪定員　先着 10 人

▪参加費　5,000 円（全７回）
▪その他　託児あり（予約が
必要）。
▪申し込み方法　６月 21 日

（火）までに住所、氏名、電
話番号を電話かファクスで
同会議所（☎ 62・4600、ＦＡＸ
62・4933）へ。

『商店街』創業塾を開講

【日程と内容】
日　程 時　　間 内　　　　容

６月 22 日（水）

18 時 30 分
～ 20 時 30 分

❖創業にあたって…創業するために必要なことや成
功のポイント

６月 29 日（水） ❖マーケティング…中小企業診断士の伊東伸さんが
現状分析や売り方などを解説

７月  ６日（水） ❖ビジネス体験Ⅰ…模擬店舗運営に向けたグループ
ワークなど

７月 13 日（水） ❖店の見学や空き店舗・支援策の紹介

７月 16 日（土） 17 時～ 21 時 ❖ビジネス体験Ⅱ…模擬店舗での販売・経営体験

７月 20 日（水） 18 時 30 分
～ 20 時 30 分

❖集客・販売方法と成功事例…マーケティングアド
バイザーの淵上環さんが成功店舗の事例などを解説

７月 27 日（水） ❖夢を形に…資金調達と事業計画書の作成など

農業委員会委員一般選挙
立候補予定者説明会

　狂犬病は、発症するとほぼ
100％死に至り、毎年５万人以
上が世界で亡くなっている恐ろ
しい病気です。生後 91 日以上
の犬の飼い主には、狂犬病予防
法により毎年１回、狂犬病の予
防接種が義務付けられています。
まだ受けていない場合は必ず動
物病院で接種を（費用は 3,200
円 ）。 問 生 活 環 境 課（ ☎ 66・
1005）

狂犬病の予防接種を

　在宅の重度じん臓機能障害者
が通院に利用するタクシー料金
の一部を助成。対象は次の条件
をすべて満たす人❖在宅のじん
臓機能障害者で身体障害者手
帳１級を持っている❖人工透析
療法を受け通院している❖自動
車税・自動車取得税の減免を受
けていない❖同一世帯の所得税
の合算額が一定基準以下。年間
24,000 円分のタクシー利用チ
ケットを交付（年度途中の場合
１か月当たり 2,000 円分を交
付）。申請は、６月 17 日（金）
までに身体障害者手帳と印鑑を
持参し、高齢・障害福祉課か西
支所保健福祉係へ。問同課（☎
66・1033）、 同 係（ ☎ 77・
2253）

福祉タクシー利用券の申請を

　65 歳以上の人の平成 23 年
度の介護保険料が決定。納入通
知書を６月中旬に送付します。
《納付方法》
❖特別徴収…老齢・退職年金
などが年額 18 万円以上の人。
公的年金から引き落とし（手続

きは不要）。
❖普通徴収…老齢・退職年金
などが年額 18 万円未満の人、
23 年度中に 65 歳になる人や
本市に転入された人。納付書か
口座振替で納付を。
　詳しくは、介護保険課（☎
66・1013）か西支所保健福祉
係（☎ 77・2253）へ。

　特定環境保全公共下水道事業
計画（野原処理区）の変更認可
案（施設規模の見直しなど）に
ついて縦覧を実施。縦覧期間は
６月 15 日（水）まで。場所は
下水道建設課、西支所。期間中
は意見書を提出できます。問同
課（☎ 66・1029）

下水道事業計画
変更認可案の縦覧　６月５日～ 11 日は「危険物

安全週間」。『危険物 無事故のゴ
ールは 譲れない！』を推進標語
に、事業所や家庭での危険物の
取り扱いに関する啓発活動を実
施。危険物による災害を未然に
防ぎましょう。　　 《消防本部》

危険物安全週間

　平成 23 年６月１日からすべ
ての住宅に住宅用火災警報器の
設置が義務付けられました。住
宅火災による死亡原因の６割
は逃げ遅れです。命を守るた
め、住宅用火災警報器の設置を
お願いします。問東消防署（☎
65・0119）、西消防署（☎ 77・
0119）

住宅用火災警報器の設置を

　６月 12 日（日）10 時～ 11 時、
西公民館。講師は長浜城歴史博
物館学芸員の太田浩司さん。入
場無料。申し込みは、電話で郷
土資料館（☎ 75・8836）へ。

講演会「市
いち

と浅井三姉妹」

　６月 17 日（金）10 時～ 11 時、
地域子育て支援センターよちよ
ち広場。講師は小島純子さん。
対象は子育て中の保護者。参加
費 500 円。申し込み不要。ヨガ
マットかバスタオルを持参。問
同センター（☎ 63・4821）

エクササイズ
「ピラティス」と「バレトン」

　６月 16 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母親。先着
10 組。参加費子ども１人につき
100 円。申し込みは、６月２日

（木）10 時から電話で同センタ
ー（☎ 76・8333）へ。

ホットケーキ作り

　６月 23 日（木）10 時～ 12
時、中総合会館。食の話と簡単
ピザ作り。対象は１歳６か月～
就学前の子どもとその保護者（保
護者のみの参加も可）。先着 15
組。無料。託児あり。申し込み
は、６月２日（木）～ 17 日（金）
に電話で子育て支援基幹センタ
ー（☎ 62・0103）へ。

ぱくぱくひろば

　有害鳥獣対策の取り組みとし
て、新たに狩猟免許を取得する
場合に必要な費用の一部を補助
します。❖対象経費…狩猟免許
試験受験手数料（わな猟、第一・
二種銃猟）、受験事前講習会の受
講料、狩猟者登録手数料など❖
補助金額…対象経費の２分の１
❖その他…市内の猟友会への入
会と府への狩猟者登録申請が必
要。問農林課（☎ 66・1023）

狩猟免許の取得費に補助
６月のフレアス舞鶴 無料相談

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》２日（木）と９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》15 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、
前日までに電話で人権啓発推進
室（☎ 66・1022）へ。
《心とからだの相談》22 日（水）
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、７日（火）～前日
に電話で同室へ。

６月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

《司法書士法律相談》２日（木）
13 時 30 分～ 16 時 30 分、市
役所本館。登記や相続、成年後見、
多重債務などの問題に司法書士
が応じる。予約不要。
《巡回市民・行政相談》14 日（火）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、中
央公民館。市職員と行政相談委
員が応じる。予約不要。
《市民法律相談》17 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、15 日（水）
８時 30 分～ 12 時に電話で。

　６月８日～ 29 日の毎週水曜
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。

就職個別相談

　６月 20 日（月）13 時 30 分
から中丹広域振興局。弁護士が
応じる。先着10人。申し込みは、
６月 17 日（金）９時から電話
で同振興局（☎ 62・2500）へ。

府民無料法律相談

　６月 13 日（月）と 27 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）

療育相談

　６月 23 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、６月 17 日

（金）までに電話かファクス、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。

聞こえの相談会

　６月 16 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、６月９日（木）
までに電話で高齢・障害福祉課

（☎ 66・1012）へ。

もの忘れ相談

　６月 10 日（金）14 時～ 15
時 30 分、身障センター。整形外
科と補装具の相談。印鑑と身体障
害者手帳（持っている人のみ）を
持参。無料。申し込みは、前日ま
でに電話かファクスで高齢・障
害福祉課（☎ 66・1033、ＦＡＸ 62・
7957）か西支所保健福祉係（☎
77・2253、ＦＡＸ 77・1800）へ。

巡回更生相談

　７月２日（土）～８月５日（金）
に計 10 回、漕艇センター。９時
30 分～ 11 時 30 分。対象は小学
５年生～中学生。先着 20 人。無
料。申し込みは、６月 28 日（火）
までに住所、氏名、年齢、性別、
学校名、学年、保護者署名（承
諾印）、電話番号（ファクス）、教
室名を往復はがき（〒 624-0913

ジュニアボート教室

　６月 25 日～来年２月 25 日
の土曜日に計９回、中総合会館。
13 時 30 分 ～ 15 時 30 分。 対
象は小学３～６年生。定員 20 人

（多数の場合抽選）。参加費 2,000
円。申し込みは、６月 10 日（金）
までに住所、氏名、学校名、学
年、保護者名、電話番号を電話か
ファクスで中央公民館（☎ 62・
0400、ＦＡＸ 62・0442）へ。

こども茶道教室

　６月 29 日（水）と 30 日（木）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、中総
合会館。好感の持てる話し方など。
講師は白井和子さん。対象は市内
在住か在勤で２日間とも参加で
きる人。先着 20 人。無料。申し
込みは、６月 14 日（火）までに
電話かファクスで中央公民館（☎
62・0400、ＦＡＸ 62・0442）へ。

キラリとひかる話し方講座

　放課後や土曜日、長期休業
期間に仕事などで保護者が家
庭にいない児童を預かる「放
課後児童クラブ」の７月から
の利用者を追加募集します。
▪対象児童　保護者が仕事な
どで昼間家庭にいない小学１
～３年生
▪募集するクラブ（募集人数）
　三笠・倉梯・倉梯第二・与
保呂・朝来・中舞鶴・吉原・
池内・高野・岡田・由良川小

学校区の児童クラブ、児童セ
ンターふたば（以上若干名）
▪利用時間　放課後～ 18 時
30 分（長期休業期間などは
８時～ 18 時 30 分）
▪利用料　月額6,000円（兄
弟姉妹が同時に利用する場
合、２人目から半額）。おやつ
代や保険料などが別途必要。
▪申し込み方法　６月３日

（金）から電話で子ども支援
課（☎66・1094）へ。

放課後児童クラブ
７月からの利用者を追加募集

ったスイーツや雑貨など 100 点
を展示。入場無料。問同館（☎
77・1212）

市内字上安久 420）かファクス、
電子メールでスポーツ振興課（☎
77・2006、ＦＡＸ 77・2009）へ。


