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メール配信サービスの運用を開始しました。配信内容や地域が選べ、欲しい情報だけを入手することができるため、とても便利です。ぜひ登録してください（S.T）。今号では、防災
について特集しました。３月 11 日に発生した東日本大震災の教訓を生かし、少しでも被害を少なくするため、常に防災の意識を持っておくことが大切だと感じました（Y.T）。編集室メモ

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》９月８日（木）と 15 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》９月 21 日（水）11
時～ 16 時。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
アコンサルタントが応じる。先着４人。
託児あり。申し込みは、７日（水）～
前日に電話で人権啓発推進室（☎ 66・
1022）へ。
《心とからだの相談》９月 27 日（火）
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、13
日（火）～前日に電話で同室へ。

　９月 26 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、９月 22 日（木）９時から
電話で同振興局（☎ 62・2500）へ。

　９月 12 日（月）と 26 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）

　９月 22 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、９月 16 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。

　９月 15 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、９
月８日（木）までに電話で高齢・障害
福祉課（☎ 66・1012）へ。

《行政書士相談》７日（水）10 時～ 13 時、
市役所本館。官公署への提出書類や契約
書の作成など。予約不要。
《巡回市民・行政相談》13 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》16 日（金）13 時から
市役所本館。弁護士が応じる。定員 11
人（多数の場合抽選）。申し込みは、14
日（水）８時 30 分～ 12 時に電話で。
《公証相談》20 日（火）13 時 30 分～
16 時、市役所本館。遺言や契約書の作
成などの相談。予約不要。
《土地家屋調査士相談》20 日（火）13
時 30 分～ 16 時、市役所本館。分筆や
境界確定、家屋の増改築など。予約不要。

　９月 22 日～ 10 月 13 日の木曜日に
計４回、西市民プラザ。10 時～ 12 時。
ヨガ講習や参加者同士の交流会。対象
は妊婦か乳幼児の母親。先着 15 人。参
加費 6,000 円。託児あり（予約が必要）。
申し込みは、９月２日（金）～ 14 日

（水）に所定の用紙（同プラザに備え付
け）で。問親と子のひろば ひまわり（☎
77・0102）

　９月 15 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～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、９月12日（月）
までに電話で同館（☎ 77・1212）へ。

　９月 14 日（水）10 時～ 12 時、東
公民館。乳幼児のための野菜たっぷり
の料理を作る。対象は子育て中の親。
先着 30 人。参加費 700 円。託児あり。
申し込みは、９月 10 日（土）までに電
話で同館（☎ 62・1237）へ。

フレアス舞鶴の無料相談

府民無料法律相談

療育相談

聞こえの相談会

もの忘れ相談

９月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

「ピラティス」と「バレトン」

ママヨーガ 秋クラス

親子ビクス（親子体操）遊び

子育てサポート「料理教室」 　平日の９時～ 17 時 45 分、警察相談
を受付中。防犯や暴力、交通に関する困
りごと・悩みごとのほか、家庭内暴力や
子どもの非行、ストーカー行為などで緊
急を要しない相談は専用電話（♯ 9110）
へ。問舞鶴警察署（☎ 75・0110）

　ボランティア団体などが取り組む高
齢者の見守り活動に補助。対象は定期
的に高齢者を対象とした戸別訪問や配
食サービス、ふれあいサロンなどを実
施しているボランティア団体や NPO
法人などが、活動の強化・充実のため
に実施する事業（実施期間は平成 24 年
３月 31 日（土）まで）。補助額は事業
内容により決定（限度額 50,000 円）。
申し込みは、９月 27 日（火）までに所
定の用紙（社会福祉協議会に備え付け）
で。問同協議会（☎ 62・7044）

　敬老の日（９月 19 日）を中心に、
長年にわたって社会に貢献してこ
られたお年寄りを敬い、お祝いし
ます。
《白寿（99歳）のお祝い》白寿を
迎えられた 30 人の皆さん（明治
45 年か大正元年生まれ）にお祝い
の品を贈ります。
《米寿（88歳）のお祝い》米寿を
迎えられた 409 人の皆さん（大正
12 年生まれ）には地域の敬老会で
お祝いの品を贈ります。
《その他》地域ごとに敬老会を開催。
問 高 齢・ 障 害 福 祉 課（ ☎ 66・
1018）

　10 月 31 日（月）まで「育てよう！
かけがえのない緑、育もう！緑への思い
やり」をテーマに、地球温暖化防止に向
けた森林づくりや地域の緑化事業を支援
するため、各自治会を通じて家庭募金を
実施します。皆さんの温かいご協力をお
願いします。問市緑化推進委員会事務局

（農林課内、☎ 66・1023）

《９月19日（月＝敬老の日）》燃える
（可燃）ごみを収集します（月曜日が収
集日となっている地域のみ）。燃えない

（不燃）ごみも収集（第３月曜日が収集
日となっている地域のみ）。
《９月23日（金＝秋分の日）》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４金曜
日が収集日となっている地域のみ）。問
生活環境課（☎ 66・1005）

９月 11 日は「警察相談の日」
相談は専用電話（＃ 9110）へ

高齢者の見守り活動に補助

敬老の日のお祝い

緑の募金にご協力を

祝日のごみ収集

▪㈱舞設（☎62・0253）
※ 19 時以降は市役所（☎ 62・2300）
か西支所（☎ 75・2250）へ。

診療日 診療時間 当番病院（内科・外科）

   ３日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

   ４日（日） ９時から

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

 11 日（日） ９時から

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

 18 日（日） ９時から

 19 日（月） ９時から 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

 23 日（金） ９時から 舞鶴医療センター（☎ 62・2680） 

 24 日（土） 開業医の診療終了後から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

 25 日（日） ９時から

診療日 診療時間 小児科一次診療

 ４ 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）

11 日（日） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

18 日（日） 舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

19 日（月） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

23 日（金） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

25 日（日） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

※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・土曜日の救急・急病診療

休日の小児科一次診療

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

❖９日（金）９時 30 分～ 13 時と 14
時～ 15 時 30 分、舞鶴グランドホテ
ル❖ 12 日（月）９時 30 分～ 12 時が

西総合会館、13 時 30 分～ 15 時 30
分が舞鶴赤十字病院❖ 14 日（水）９
時 30 分～ 11 時 30 分と 12 時 30 分
～ 15 時 30 分、市役所❖ 28 日（水）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、舞鶴共済
病院。14 日以外は 400㍉㍑献血のみ。
いずれも骨髄バンクドナー登録会も開
催。

▪後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　３期分（９月 30 日）
▪国民健康保険料、介護保険料
　　　　　　　　　４期分（９月 30 日）

9月のカレンダー9月のカレンダー

献　　血 休日・夜間の水道修理

納　　期

　９月９日（金）10 時～ 11 時、地域子
育て支援センターよちよち広場。体の中
心の筋肉を鍛えるピラティスとバレエの
動きを取り入れたバレトンでエクササイ
ズ。講師は小島純子さん。対象は子育て
中の親。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）

９月７日、引揚記念公園で献茶式
　９月７日（水）、引揚記念公園で「引
き揚げのまち舞鶴 献茶式」を開催し
ます（主催は引揚記念館）。
　引揚船が入港していた当時、船が
着くたびに茶道教授の故木村千代子
さんが引揚者にお茶を振る舞うなど
心からのおもてなしをされ、その後
も毎年、終戦記念日（８月 15 日）
に献茶を続けてこられました。
　このような引き揚げの歴史を忘れ
ることなく、おもてなしの心や追悼
の思いを受け継いでいくため、引揚
最終船の入港日にあわせ開催。
▪日時　９月７日、17 時 30 分～
18時30分

▪場所　引揚記念公園
▪内容　式典（献茶、献花、メッセ
ージなど）やお茶の振る舞い（先着
200 人。無料）、上田流尺八道竹龍
会による尺八の演奏、詩吟道一期会
による詩吟「岸壁の母」など。
《同日開催のイベントなど》❖平和
への光の回廊…18時～20時30 分。
同公園内の通路と同公園頂上までの
通路に約200基の行

あんどん

灯を点灯。平引
揚桟橋（復元）のキャンドル点灯な
ども（荒天の場合は中止）❖引揚記
念館を夜間無料開放…17時～19時
30分、同館の入館料を無料に。
問引揚記念館（☎68・0836）


