
 

　８月５日（金）13 時～ 16
時、商工観光センター。市内
や近隣市町で求人予定の企
業約 30 社が参加（高校生は
面接不可。企業情報の提供の

《就職個別相談》８月 10 日
～ 24 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。

（２）（３）　　　広報まいづる／平成 23 年（2011）７月 16 日号

新着図書

保健センターから
☎ 65・0065

第２回舞鶴健康講座

【東図書館】〈一般書〉別れの時まで／蓮見圭一。ブック・ジャングル／石持浅海。四十面相クリークの事件簿／トマス・W．ハンシュー。それでも僕の人生は「希望」でいっぱい／ニック・ブイチチ。〈児童書〉みんなおおきくなるんだよ／ホリー・ケラー。キツネ野原のレストラン／計良ふき子。
【西図書館】〈一般書〉銀の島／山本兼一。真夏の方程式／東野圭吾。マアジナル／田口ランディ。お家でいただく、ごちそうかき氷／石附浩太郎。〈児童書〉事件だよ！全員集合／杉山亮。コウモリのルーファスくん／トミ・ウンゲラー。日本の鳥の巣図鑑全259／鈴木まもる。
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　７月 23 日（土）９時 30 分～
12 時、JA 京都にのくに農産物
直売所彩菜館舞鶴店。万願寺甘と
う袋詰め放題コーナー（200 円）
や試食など。入場無料。問 JA 京
都にのくに舞鶴西営農経済センタ
ー（☎ 75・3173）

万願寺甘とう祭り

　７月 31 日（日）10 時～ 15 時、
舞鶴幼稚園とおもちゃ図書館（西
乳児保育所内）。大型ソフトブロ
ックを使った運動遊びや木の玉
ボールプール、ままごとコーナ
ーなど。無料。申し込み不要。
問子ども支援課（☎ 66・1094）

じゃんぴんぐ！
おもちゃ図書館

　最近、地域のごみ集積所において、不洗浄の飲
料用空き缶類や食用びん類、市で回収しない不燃
物など、分別ルールの守られていないごみの排出
が見受けられます。
　特にライターやスプレー缶などは、誤った排出
をするとごみ収集車や施設内での火災の原因にな
ります。ライターは必ず使い切ってから「有害ごみ」
へ。また、スプレー缶やカセットボンベなども使
い切ったあと、風通しの良い火の気がない所で穴
をあけて「金属類」へ出してください。
　詳しくは、生活環境課（☎66・1005）へ。

　８月３日（水）10 時～ 14
時、杉山市民農園。先着 18 人。
参加費 1,500 円（流しそうめ
んと山菜のてんぷら付き）。主
催は NPO 法人名水の里杉山。
申し込みは、７月 25 日（月）
までに電話で農林課（☎ 66・
1023）へ。

杉山でピザとところてん作り

　７月 23 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、まいづる智恵蔵。赤
れんが博物館顧問の水野信太郎・
北翔大教授による講演「神戸の
西洋館と赤れんが」。先着 25 人。
無料。申し込みは、前日までに
電話で赤れんが博物館（☎ 66・
1095）へ。

赤れんが博物館 市民講座

　７月 23 日（土）～９月 30 日
（金）９時～ 17 時（入館は 16 時
30 分まで）、赤れんが博物館。「鉄
と煉

れ ん が

瓦の革新者ブルネル」をテー
マに、英国ビクトリア朝時代に鋳

ちゅう

鉄製のクリフトンつり橋やれんが
製のメイドンヘッド橋梁

りょう

などを手
掛けたポーツマス市（英国）生ま
れの技術者Ｉ・Ｋ・ブルネルにつ
いて解説。入館料 300 円（学生
150 円）。問同館（☎ 66・1095）

赤れんが博物館 小企画展

　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》７月 21 日（木）と
28 日（木）10 時～ 16 時。専
用電話（65・0056）へ。

《面接相談》８月３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、７月 20
日（水）～前日に電話で人権啓発
推進室（☎ 66・1022）へ。

フレアス舞鶴の無料相談

　８月 10 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、８月
５日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

高齢者・障害者権利擁護相談

　８月２日（火）14 時～ 15 時
30 分、西総合会館。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 29 日（金）～ 31 日（日）
９時 30 分～ 20 時（31 日は 18
時まで）、市政記念館。「舞鶴と戦
争、この 100 年」をテーマに戦
争の遺品や舞鶴に投下された原爆
模擬弾などを展示。入場無料。問
実行委員会の橋本さん（☎ 76・
8304）

平和のための舞鶴の戦争展

　７月 23 日（土）14 時から南公
民館。「必要な欠乏」をテーマに
松尾寺名誉住職の松尾心空上人が
講演。無料。申し込み不要。問同
協会の麻尾さん（☎ 62・3668）

舞鶴東保護観察協会
創立 50 周年記念講演会

　８月 12 日（金）10 時～ 11
時 30 分、身障センター。講師
は森脇淑子さん。対象は市内在
住の身体障害者とその家族。先
着 15 人。参加費 2,000 円。申
し込みは、８月８日（月）まで
に電話かファクス、電子メー
ル（m-himawari@juno.ocn.
ne.jp）で同センター（☎ 63・
3008、ＦＡＸ 62・9546）へ。

生け花講座

　８月６日（土）13 時 30 分～
15 時、市民会館。子どもの学び
館代表の福永宅司さんによる一
人芝居とミニトーク。入場無料。
申し込み不要。手話通訳・要約
筆記・磁気ループあり。託児あ
り（予約が必要）。まいづる人権
啓発市民会議との共催。問人権
啓発推進室（☎ 66・1022）

人権啓発講演会
一人芝居「15 才 学校Ⅳ」

（７月16日～８月15日）❖７月18日…海の日❖８月14日
…城屋の揚松明❖８月15日…小橋の精霊船行事、終戦記念日。歳時記

　「第 32 代クイーン
まいづる」が決定。
ヒーリングボーカリ
ストの松平夏奈さん

（27 歳、引土新）、会
社員の土田真由香さ
ん（20 歳、 浜 ）、 海
上自衛隊舞鶴地方総
監部の勝見菜々穂さ
ん（19 歳、余部下）の３人。
　７月 18 日（月＝海の日）に開催される「海の日のつどい」
から１年間、みなと舞鶴ちゃったまつりなど市内・外のイベン
トで舞鶴の魅力を PR します。

【７月 30 日（土）（前夜祭）】
❖民踊ながしと手作りみこし…18 時か
ら西地区商店街（マナイ・中央・平野屋）
❖海上自衛隊舞鶴音楽隊の演奏…18時か
ら西地区商店街をパレード。19時50分
から西市民プラザ特設ステージ。曲目は

「見上げてごらん夜の星を」「負けないで」
ほか。※かんでんファミリー劇場は延期
となります（時期未定）。

【31 日（日）】
❖市民ちゃったレガッタ…８時～ 16 時
30分、東地区海岸（漕艇センター～三条
海岸）。計45艇が出場。荒天中止❖リサ
イクル・フリーマーケット…９時～13時、
前島みなと公園。約 40 店が出店。雨天
中止❖海上保安部ヘリコプター救助訓練
…17 時 10 分～ 17 時 40 分、東地区海

松平さん 土田さん 勝見さん

岸。荒天の場合や緊急時は中止❖海上
パレード・イルミネーション…17 時
40分から東地区海岸。小雨決行❖花火
大会…19 時 30 分～ 20 時 30 分（時
間変更の場合あり。小雨決行。荒天の
場合は翌日に延期）。海上自衛隊舞鶴教
育隊グラウンドから約5,000発を打ち
上げ。企業などの歴史や歩みを祝う「周
年記念花火」や子どもの誕生や入学、
就職、結婚など人生のさまざまなイベ
ントを祝う「メモリアル花火」も予定。

《まい花火募金》皆さんからの募金で花
火を打ち上げ。１口1,000円から。受
け付けは７月31日まで。
　詳しくは、みなと舞鶴ちゃったまつ
り実行委員会（商工会議所内、☎62・
4600）へ。

　８月４日（木）13 時 30 分
～ 15 時、西公民館。舞鶴赤十
字病院の片山義敬副院長による
講演「膝

ひ ざ

・腰の病気について」。
無料。申し込みは、電話で同セ
ンターへ。

　平成 17 ～ 21 年度にかけて
日本脳炎の予防接種の積極的な
お勧めを差し控えていました
が、その期間に１期と２期の接
種が受けられなかった人（平成
７年６月１日～ 19 年４月１日

日本脳炎の予防接種
20 歳までに接種を

　生活習慣病の予防や筋力アッ
プを目指す教室に運動指導者を
派遣。対象は 10 人程度の市民

高齢者生き生き
出前運動教室

教室・相談▶▶▶ ◀◀◀

【歯っぴースマイル教室 ( ２歳
児むし歯予防教室 )】７月 28
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８月 19 日～ 21 年１月 26
日生まれ）…先着 20 人❖２歳
児（平成 21 年４月１日～８
月 12 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、７
月 20 日（水）から電話で同セ
ンターへ。

　８月～ 10 月、保健センタ
ーなどで結核・肺がん、胃が
ん、肝炎ウイルスの集団検診
を実施。がんは日本人の死因
第１位となっています。定期
的に検診を受け、早期発見、
早期治療を心掛けましょう。
　対象などは次のとおり。
▪対象　40 歳以上（肝炎ウ
イルス検診は平成 14 ～ 22
年度に受診していない人）
▪検診内容と料金　❖結核・

　国の女性特有のがん検診推
進事業に基づき、次の節目年
齢の人を対象に子宮頸

けい

がん検
診と乳がん検診の無料クーポ
ン券や検診手帳などを６月下

肺がん…胸部エックス線撮
影、100 円（喀

かくたん

痰検査は別
途 500 円）❖胃がん…胃
部エックス線撮影、500 円
❖肝炎ウイルス…血液検
査（Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス
検査）、500 円
　日程と申し込み方法のお
問い合わせは同センター
へ。
※日程は市ホームページに
も掲載しています。

旬に送付しました。がんの
早期発見、早期治療のため、
ぜひご利用ください。
▪対象者　平成 23 年４月
１日現在で❖子宮頸がん…
20・25・30・35・40 歳
の女性❖乳がん…40・45・
50・55・60 歳の女性。

で構成し、事業終了後も継続
的に活動する団体（営利目的
を除く）。派遣は８月１日（月）
～ 12月22日（木）に４回以内。
会場は申込者で準備。先着４
団体程度（平成 22 年度に利
用していない団体を優先）。無
料。申し込みは、７月19日（火）
～８月 31 日（水）に電話で
同センターへ。

生まれ）は、20 歳までの接種
が可能になりました。対象者に
は順次ご案内します。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。

《星空観察会》８月５日（金）
19 時～ 21 時、同館。対象は小
学生とその保護者。雨天の場合
は翌日に延期。

《囲碁・将棋教室》８月６日（土）
13 時 30 分～ 16 時、同館。対
象は小学生。

《生き物観察会》８月７日（日）
13 時～ 14 時 30 分、由良川橋
東側堤防付近。対象は小学生と
その保護者（大人のみの参加も
可）。
　いずれも先着 30 人。無料。
申し込みは、７月 30 日（土）
までに電話で。

　８月６日（土）10 時 30 分
～ 11 時 30 分、城南会館。お
はなし舞ポケットによる大型
絵本の読み聞かせなど。無料。
申し込み不要。問社会福祉協
議会（☎ 62・7044）

《ふれあい水槽夏休み特別企
画展「カクレクマノミの仲間
たち」》８月 31 日（水）まで
の９時～ 17 時（７月 31 日（日）
は 22 時まで）。カクレクマノ
ミやハマクマノミ、インドトマ
トなどを展示。手に触れて楽し
むタッチング水槽も。入場無料。

《砂絵づくり「砂で魚をつく
ろう」》８月 20 日（土）13 時
～ 15 時 30 分。対象は小学生
とその保護者。先着 20 組。参
加費１作品 1,000 円。申し込
みは、８月 10 日（水）までに
電話か窓口で。

　７月 23 日（土）と 24 日（日）
10 時 30 分～ 16 時（海上自
衛隊舞鶴音楽隊と陸上自衛隊
中部方面音楽隊による演奏会
は 11 時～ 11 時 30 分と 14
時～ 14 時 30 分）京都舞鶴港

　８月４日（木）10 時 30 分
～ 12 時 と 14 時 ～ 15 時 30
分、西図書館。牛乳パックを
使った工作。対象は小学生。先
着 各 15 人。 無 料。 申 し 込 み
は、電話か窓口で同館（☎ 75・
5406）へ。

　８月６日（土）10 時～ 16 時、
東図書館。気象観測機器の展示
や気象実験、工作教室（11 時

商工観光センター
（☎ 64・6800）

護衛艦の一般公開＆演奏会

からくりおもちゃをつくろう

夏休みお天気教室

夏のおはなし大ぼうけん

加佐公民館（☎ 83・0014）

舞鶴かまぼこ板 de
 絵コ★アート

　８月６日（土）午前（10 時～
12 時）と午後（13 時 30 分～
15 時 30 分）の部、まいづる智

　７月 20 日（水）～ 10 月
31 日（月）９時～ 17 時 30
分（入館は17時まで）、引揚
記念館。強制労働の様子や収
容所での生活などを描いた絵

「シベリア抑留って？」原画展

　７月 21 日（木）～８月 20 日
（土）「古都の夏 お先にどうぞと 
待つゆとり」を統一標語に夏の
交通事故防止府民運動を実施。
事故防止のため、ゆとりをもっ
て行動しましょう。《市交通対策
協議会（市民相談課内）》

夏の交通事故防止府民運動

　７月 23 日（土）、８月２日（火）・
19 日（金）、９月３日（土）・23
日（金＝秋分の日）13 時～ 16 時。
学校紹介や教材を使った看護体
験、看護学生との交流など。対
象は将来、看護師を希望する人

（８月 19 日は中学生も可）。申し
込みは、希望日の前日までに氏
名、学校名（学生のみ）、電話番号、
希望日を電話かファクスで同校

（☎ 63・4338、ＦＡＸ 63・3014）へ。

舞鶴医療センター附属看護学校
オープンキャンパス

　８月３日（水）13 時 30 分か
ら総合文化会館。入場無料。整
理券（同館、市民会館、各公民館、
大浦・城南会館、東・西図書館、
西市民プラザ、各子育て支援セ
ンター、各親と子のひろばで配
布）が必要。問舞鶴子ども育成
支援協会事務局（子ども支援課
内、☎ 66・2004）

子ども文化劇場「孫悟空」

　いずれも入場無料。
《個展》７月 31 日（日）までの
10 時～ 16 時、サロン「ぽーれ
ぽーれ」（同センター内）。内海
洋子さんの書・陶芸作品を展示。

《納涼祭》８月７日（日）17 時
～ 20 時、同センター。かくし
芸やよさこい踊りなどのステー
ジイベント、模擬店など。

身障センター
（☎ 63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

《おはなし会》８月３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》８月４日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品は
新田次郎著「劒

つるぎ

岳〈点の記〉」。
《おはなしのろうそく》８月 20
日（土）。小学生…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
ングや絵本の読み聞かせ。
　いずれも無料。申し込み不要。

東図書館（☎ 62・0190）

　７月 19 日（火）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

定例教育委員会

　８月１日（月）13 時 30 分か
ら議員協議会室。問管財契約課

（☎ 66・1045）

入札監視委員会

　いずれも場所は総合文化会館。
《中丹文化芸術祭ジュニア文化祭
～明るい世界を私たちの手で！
～》７月 23 日（土）13 時から。
ダンスやチアリーディング、合
唱など。全席自由。入場無料。

《わらび座ミュージカル アトム》
８月６日（土）14 時から。終演
後、出演者が舞台裏を案内。全
席指定。3,300 円。未就学児は
入場不可。

《BLACK BOTTOM BRASS 
BAND LIVE》９月 19 日（月＝
敬老の日）14 時から。ブラスバ
ンドの演奏。舞鶴市内や高浜町

（福井県）の中学生との共演も。
全席自由。一般 2,000 円、60
歳以上 1,000 円、高校生以下
700 円（未就学児は無料）。７月
20 日（水）発売。

文化事業団（☎ 64・0880）

み）。就職活動のための身だ
しなみアドバイスコーナーや
適職診断コーナーも。無料。
申し込み不要。問産業振興・
雇用対策課（☎ 66・1021）

引揚記念館 企画展絵本

☆全日本女子ウエイトリフテ
ィング選手権大会（６月 24
日～ 26 日、埼玉県） 69㌔級
２位  齋藤里香（京都 WL 協
会、城南中出身）　　敬称略。

全国大会で好成績全国大会で好成績

全国大会出場おめでとう全国大会出場おめでとう
☆全日本女子ウエイトリフ
ティング選手権大会　 西尾
里菜子（加悦谷高３年、青

葉中出身）
☆全国高等学校女子ウエイト
リフティング競技選手権大会

（７月23日・24 日、新潟県） 
西尾里菜子（加悦谷高３年、
青葉中出身）、鍛冶ななみ（加
悦谷高２年、青葉中出身）
☆全日本卓球選手権大会 （７
月 24 日～ 26 日、兵庫県） 
藤原雅（高野小６年）、千坂
雄也（余内小５年）、藤村隼翔

（朝来小１年）　　以上敬称略。

本「シベリア抑留って？」（文：
亀井励さん、絵：木川かえる
さん）の原画 15 点を展示。
入館料300円（学生は150円）
問同館(☎68・0836）

恵蔵。講師は画家の山根由一さ
ん。小学３年生以下は保護者同
伴。先着各 25 人。参加費 100
円。申し込みは、７月 31 日（日）
までに電話かファクス、電子メ
ール（chiegura_workshop@
yahoo.co.jp） で 智 恵 蔵（ ☎
66・1035、ＦＡＸ 62・9600）へ。

と 14 時から。対象は小学生。
先着各 20 人）など。舞鶴海
洋気象台との共催。無料。申
し込み不要。問同館（☎ 62・
0190）

《万願寺祭》７月 23 日（土）10
時 30 分～ 15 時。万願寺とうが
らしを使った B 級グルメ・郷土
料理・スイーツの販売や特徴を生
かしたレシピ百選の紹介、紙芝居

（11 時 30 分と 13 時から）など。
フリーマーケットや昔あそびコー
ナーも。入場無料。

大庄屋上野家（☎ 83・1300）

《清掃活動ボランティア募集》７
月 31 日（日）８時～ 11 時。裏
山の高木の伐採や庭木の剪

せんてい

定、周
辺の草刈りなど。対象は 18 歳以
上。申し込みは、７月 29 日（金）
16 時までに電話で。

節目年齢の女性に
～無料クーポン券を送付～

燃
え
な
い
（
不
燃
）
ご
み

分
別
の
徹
底
を

西港第３ふ頭。東日本大震災
に伴う災害派遣活動で使用し
たものと同型の炊事車両や簡
易風呂の展示も。無料。申し
込み不要。問海上自衛隊舞鶴
地方総監部（☎ 62・2250）

　市農業委員会の新委員 27
人が決定。新委員は、昭和
47 年以来 39 年ぶりに東・
西地区で実施した市農業委員
会委員一般選挙において決定
した選挙委員 20 人（加佐地
区については、定数と立候補
者が同数であったため、無投
票でした）と「農業委員会等
に関する法律」に基づき選任
した選任委員７人。同委員会
は、農地の売買や転用などの
許可に係る事務や遊休農地の
解消活動、農地パトロールな
どを実施する機関で、委員の

新しい農業委員 任期は３年。新しい委員の皆
さんは次のとおり（敬称略）。

《選挙委員》❖東地区…池田
三郎、石束輝己、關本長三郎、
竹内保人、谷口和、松岡秀雄、
南憲一、遊里道正利❖西地
区…坂根和雄、櫻井昭秀、
瀬野直幸、髙田和雄、髙田
征洋、森下房雄❖加佐地区
…泉清毅、植和田英子、佐藤
正則、野尾直一、眞下盛次、
由里譽

《選任委員》今田寿孝、亀井
敏郎、岸田圭一郎、小杉悦子、
野田治百生、松田弘幸、山口
敦子
　詳しくは、同委員会事務局

（農林課内、☎ 66・1023）へ。

27 人が決定

ふるさとコール MAIZURU

クイーンまいづるが決定
観光 PR に華添えて

７
月
30
日
・
31
日

み
な
と
舞
鶴
ち
ゃ
っ
た
ま
つ
り

夏休みの催しがいっぱい

就職面接会

がんなどの集団検診を実施

　海とともに発展してきた舞
鶴の今まで知らなかった海の
魅力を遊覧船や京大舞鶴水産
実験所で学ぶ“多々見市長と”
遊覧船で行く「まいづるサマ
ースクール」を実施します。
無料。
▪日時　８月 18 日（木）９
時～12時。東体育館前集合。
▪内容　❖赤れんが桟橋から
遊覧船に乗り、海からまち
を見学する「舞鶴湾めぐり」。
案内は多々見市長と観光ガイ
ドボランティア「けやきの会」
❖京都大学フィールド科学教
育研究センター舞鶴水産実験

遊覧船で行く
「まいづるサマースクール」

“多々見市長と”

所で舞鶴の海や湾内に生息
する生き物について学ぶ。
講師は同実験所准教授の
益田玲爾さん。
▪対象　小学生とその保
護者
▪定員　40 人（多数の場
合は抽選）
▪申し込み方法　８月８
日（月）必着で、参加者
全員の住所、氏名、年齢、
電話番号をはがきかファ
クス、電子メールで秘書
課広報広聴係へ。
▪問い合わせ先　同係（☎
66・1041、ＦＡＸ 62・7951）

～京大舞鶴水産実験所で舞鶴の海の魅力を学ぼう～

ゆうらんせん


