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新着図書 【東図書館】〈一般書〉刑事のまなざし／薬丸岳。八月からの手紙／堂場瞬一。すぐそこのたからもの／よしもとばなな。ウルフ・ホール上・下／ヒラリー・マンテル。哀史三陸大津波／山下文男。ニッポンの嵐／嵐。〈児童書〉土の色って、どんな色？／栗田宏一。ひみつのゆびきりげんまん／高橋秀雄。
【西図書館】〈一般書〉なぎさホテル／伊集院静。おおきなかぶ、むずかしいアボカド／村上春樹。なめらかプリンふるふるゼリーふわふわムース／越野ゆうこ。マグロ学／中村泉。脱電生活－電気を使わず楽しく暮らそ－／佐光紀子。〈児童書〉おたすけこびとのまいごさがし／コヨセジュンジ。

　８月 29 日（月）11 時～ 17
時 15 分、商工観光センター。
KES（環境マネジメントシステ
ム）規格の内容や取り組みの進
め方など。対象は市内の事業者。
受講料 11,000 円。商工会議所

　９月 14 日（水）13 時～ 15 時、
中総合会館。「認知症介護のプロ
から教わる介護のコツ」をテーマ
にグループホームちくりんえん・
片山直紀園長による学習会と交流

　９月 11 日（日）13 時 30 分
～ 16 時、聴覚言語障害者支援
センター。聞こえに関する情報
交換や交流。対象は市内在住の
60 歳以下の中途失聴者・難聴
者とその家族。無料。申し込み
は、９月７日（水）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。

《誰でもできるやさしい家庭介
護講座》９月６日・13 日・20
日の火曜日。車いすの扱い方や
食事、着替えの援助の実技指導。
講師は市民病院と社会福祉法人
真愛の家。無料。申込期間は９
月２日（金）まで。

　９月 11 日（日）９時から東
体育館。種目は一般、中級、初
級のシングルス（男・女）とダ

　９月９日（金）９時～ 17 時、
東消防署・防災センター。先着
40 人。無料。申し込みは、８月
17 日（水）～９月２日（金）に
電話で東消防署（☎ 65・0119）
か西消防署（☎ 77・0119）へ。

　８月 26 日（金）18 時～ 19
時 30 分、赤れんが博物館。９月
30 日（金）まで同館で開催して
いる小企画展「鉄と煉

れ ん が

瓦の革新者
ブルネル」について解説。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。

　９月６日（火）・15 日（木）・
29 日（木）10 時～ 11 時 30 分、
中総合会館。絵本の読み聞かせ
や３Ｂ体操、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、８月 17 日

（水）から電話で子育て支援基
幹センター（☎ 62・0103）へ。

　子育てや家庭内での暴力、介
護、人間関係の悩みなど。対象
は市内在住か在勤の女性。

《電話相談》８月 18 日（木）・
25 日（木）・９月１日（木）10
時 ～ 16 時。 専 用 電 話（65・
0056）へ。

《面接相談》９月 14 日（水）11
時～ 14 時 10 分、フレアス舞鶴。
女性問題カウンセラーが応じる。
先着３人。託児あり。申し込みは、
８月 31 日（水）～前日に電話で
人権啓発推進室（☎66・1022）へ。

《司法書士法律相談》９月１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。予約不要。

《立命館大学法科大学院法律相
談》９月 10 日（土）13 時 30
分 ～ 16 時 30 分 と ９ 月 11 日

（日）９時 30 分～ 14 時 30 分。
西駅交流センター。立命館大学
法科大学院生と弁護士・教員が
応じる。申し込みは、９月９日

（金）までに市民相談課（☎ 66・
1006）へ。

　９月 14 日（水）13 時から市
役所別館。財産管理や遺産相続、
遺言など。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、９月
９日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　９月７日（水）９時 30 分～
11 時 30 分、就業支援センター。
履歴書の書き方や面接のポイン
ト、ビジネスマナーなど。対象
は求職者。先着 12 人。無料。
府との共催。申し込みは、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。

　９月７日～28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。

KES 構築講座

認知症家族介護交流会

難聴者・若者の集い

西公民館（☎ 75・6501）

卓球交流大会

上級救命講習

赤煉瓦談義

ひよこひろば

フレアス舞鶴の無料相談

市民無料法律相談

高齢者・障害者権利擁護相談

（８月16日～９月15日）❖８月16日…吉原の万灯籠❖８月26日…中学校始業式❖８月
31日…小学校始業式❖９月１日…防災の日❖９月９日…救急の日❖９月10日…下水道の日。歳時記

就職力アップセミナー

就職個別相談
保健センターから

☎ 65・0065

舞鶴健康講座

歯っぴースマイル教室
（２歳児むし歯予防教室）

《第３回》９月１日（木）、南公民館。
まつえ歯科クリニックの松江善信
院長による講演「お口の健康」。

《第４回》９月 15 日（木）、加佐
公民館。東舞鶴病院の石川雅裕病
院長による講演「認知症の予防に
ついて」。
　いずれも時間は 13 時 30 分～
15 時。無料。申し込みは、電話
で同センターへ。

　９月８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 10 月１日～ 21 年３
月９日生まれ）…先着 20 人❖
２歳児（平成 21 年４月１日～
９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、８
月 17 日（水）から電話で同セ
ンターへ。

　今年、生肉を食べた人が腸管
出血性大腸菌による食中毒で死
亡する例が国内で報告されてい
ます。特にこの時期は、海水浴
やキャンプなど野外でのバーベ
キューでお肉を食べる機会が増
えます。生肉には食中毒を起こ
す細菌がついている可能性があ

りますので、菌を「つけない」「増
やさない」「やっつける」の３原
則を徹底し、次の点に注意しま
しょう。❖お肉は購入から調理
まで 10 度以下に保存❖生肉に
触ったら手をよく洗い、トング
や箸などは調理用と食事用に使
い分ける❖中心までしっかり火
を通し（75 度で１分以上）、生
の状態で食べない。

食中毒予防を忘れずに
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ふれあいバザー

浮島丸殉難追悼集会

市議会議長杯将棋大会

テニス初心者無料体験教室

ろくろ教室

親子でミュージックケア

　８月 28 日（日）11 時～ 14 時、
中総合会館。日用品や雑貨、食料
品の販売など。模擬店やちびっこ
広場（大きな布に絵を描くスペー
ス）も。主催は市ボランティアセ
ンター。収益金はボランティアの
活動資金として活用。問社会福祉
協議会（☎ 62・7044）

　８月 24 日（水）11 時から
浮島丸殉難の碑公園。追悼の舞

　８月 28 日（日）10 時～ 17 時、
中総合会館。参加費一般 2,000

　９月４日～ 11 月 13 日の日曜
日に計８回、陶芸館。13 時 30
分 ～ 15 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、８月 28
日（日）までに電話で同館（☎
64・3263）へ。

　９月３日（土）13 時 30 分
～ 14 時 30 分、城南会館。音楽
療法（音楽に合わせて体を動か
す）。対象は発達の遅れがあり支
援が必要な子どもとその保護者。
無料。申し込みは、前日までに
もくよう会の長水さん（☎ 75・
6924）へ。

　８月 29 日（月）・31 日（水）・
９月２日（金）19 時～ 21 時、

　９月 11 日（日）13 時～ 16
時、総合文化会館。先着 150
人。入場料 1,500 円。申し込
みは、住所、氏名、電話番号を
電話かファクスで同館（☎ 64・
0880、 ＦＡＸ 62・4867） へ。 問
SKY 舞鶴クラブの吉武さん（☎
62・4387）

明楽みゆき
チェンバロ・朗読コンサート

　10 月 30 日（日）９時 30 分、
大庄屋上野家集合。❖小学生・
中学生・一般の部（各３㌔）…
先 着 150 人。 参 加 費 300 円。
申し込みは、はがきで住所、氏
名、生年月日、性別、電話番号、
希望の部、保護者の同意印（中
学生以下）を加佐ロードレース
実行委員会事務局の岩田さん

（〒 624-0123 市内字大俣 689）
へ。一般の部はファクス（83・
0320）、電子メール（kasaroad@
zeus.eonet.ne.jp）も可。❖
駅伝の部（５区間 10㌔）…先
着 20 チーム。参加費１チーム
1,500 円。申し込みは、所定の
用紙（加佐分室などに備え付け）
に必要事項を記入しファクスか
電子メールで同事務局へ。いず
れも申込期間は 10 月 20 日（木）
まで。問同実行委員会事務局の
岩田さん（☎ 83・0934）

　８月 21 日（日）13 時 30 分
～ 16 時 30 分、 西 総 合 会 館。
災害時における外国籍府民への
支援方法や災害多言語支援セン
ターの役割について学ぶ。対象
は外国籍府民への支援に関心が
ある人。先着 40 人。無料。申
し込みは、前日までに電話かフ
ァクス、電子メール（main@
kpic.or.jp）で㈶京都府国際セ
ンター（☎ 075・342・5000、
ＦＡＸ 075・342・5050）へ。

災害時外国籍府民
サポーター研修

《囲碁・将棋大会》❖将棋大会
…９月 11 日（日）。申込期間は
９月６日（火）まで。❖囲碁大
会…９月 18 日（日）。申込期間
は９月 13 日（火）まで。いず
れも時間は 13 時～ 17 時。トー
ナメント形式で試合。無料。

《日帰りハイク》９月 29 日（木）
８時 30 分～ 17 時、身障センタ
ー集合。バスで淡路島国営明石
海峡公園へ移動し現地でハイキ
ング。参加費 4,500 円。申込期
間は９月５日（月）～ 20 日（火）。
　いずれも対象は身体に障害
が あ る 人。 申 し 込 み は、 電
話 か フ ァ ク ス、 電 子 メ ー ル

（m-himawari@juno.ocn.ne.jp）
で同センターへ。

身障センター
（☎ 63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

　府内では手足口病の感染報告が８年ぶりに国の定め
る警戒レベルに達し、市内でも流行しています。
　手足口病は、乳幼児を中心に夏に流行するウイルス
性の感染症で、咳・くしゃみの唾や便のウイルスを介
して感染します。体内にウイルスが入って３～５日後
に、口の中や手のひら、足の裏などに２～３㍉の水泡
や軽い発熱がみられます。予防するために十分な手洗
いとうがいの習慣をつけましょう。

手
足
口
病
に
注
意
を

市農業委員会役員決まる

水道メーターを取り換え

　農地のパトロールをはじめ、
遊休農地の解消や地域の農業振
興のための活動を推進する市農
業委員会の役員を７月 29 日に開
催した総会で次のとおり選任し
ました（敬称略）。任期は３年。
石束輝己（会長＝再任）、泉清毅

（副会長＝新任）。問同委員会事
務局（農林課内、☎ 66・1023）

　水道メーターの有効期間は計
量法で８年以内と定められてい
ます。本年度メーター交換が必
要な家庭には８月中旬から通知。
市が委託した水道業者が無料で
取り換えます。なお、昨年、市
職員を装って水道メーターの取
り換え費用を不正に請求する事
案がありましたのでご注意くだ
さい。問水道建設課（☎ 66・
2545）

戦没者遺族特別弔慰金の請求

　戦没者などの遺族に対する特
別弔慰金の請求を受付中。対象
は恩給法による公務扶助料や援
護法による遺族年金などを受給
されていた人（戦没者の妻や父母
など）が、平成 17 年４月１日～
21 年３月 31 日に亡くなった場
合、その遺族（戦没者の子や兄弟
など）のうち１人。支給額 24 万
円（年４万円）。請求期限は平成
24 年４月２日。※現在受給され
ている人は対象外。請求期限を過
ぎると時効により弔慰金が受け
取れなくなります。問地域福祉推
進課（☎ 66・1011）か西支所保
健福祉係（☎ 77・2253）  

地域力再生プロジェクト
支援事業に助成

　市民団体などが取り組む地域力
再生活動に助成。対象はボランテ
ィア団体や NPO 法人、自治会な
どが取り組む環境保全・子育て支
援・福祉・防犯・文化活動など（事
業費 15 万円以上で平成 23 年度

自衛官などを募集

　来春採用。❖防衛大学校学生
…高卒（見込み含む）～ 20 歳
❖防衛医科大学校学生…高卒

（見込み含む）～ 20 歳❖看護学
生…高卒（見込み含む）～ 23 歳。
いずれも受け付けは、９月５日

（月）～ 30 日（金）。試験日な
どは問い合わせを。問自衛隊舞
鶴地域事務所（☎ 63・3272）

業務用はかりの定期検査

　取引や証明に使う業務用はか
りは、２年に一度の定期検査を
必ず受けてください。❖東地区
…８月 23 日（火）～ 25 日（木）
10 時～ 16 時、中丹広域振興局
❖西地区…８月 29 日（月）～
31 日（水）10 時～ 15 時、カ
トリック西舞鶴教会。問観光商
業課（☎ 66・1024）

義援金にご協力を

　新潟県および福島県の豪雨災
害による被災者への義援金を 10
月 31 日（月）まで受付中。義
援金箱を市役所１階ロビー、西
支所、加佐分室、各公民館、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）

中に完了すること）。交付額は事
業の種類によって事業費の３分の
２以内または全額（限度額あり）。
申し込みは、９月 30 日（金）ま
でに所定の用紙（企画政策課、中
丹広域振興局に備え付け）で。問
同課（☎ 66・1042）

大連市訪問 少年使節団が帰国
児童たちと友好を深める

ふるさと加佐ロードレース

　市内各地でクマの出没情報
が多く寄せられています。ク
マによる事故に遭わないよう、
十分ご注意ください。特にク
マが活発に行動する朝夕の外
出時はご注意を。

【クマと出会わないために】
❖外出時は自分の存在を知ら
せるため笛や鈴など音が鳴る
ものを携帯❖山へ入るときは
複数でにぎやかに❖残飯や生
ごみはにおいが漏れないよう
密封し、なるべく屋外に出さ
ない。

【クマと遭遇したら】❖急に
声を上げたり石を投げたりし
ない❖クマから目を離さず静
かに遠ざかる❖ハンカチや帽
子などを地面に置きクマの注
意をそらす。
　クマを目撃したときは、
中 丹 広 域 振 興 局（ ☎ 62・
2593） か 舞 鶴 警 察 署（ ☎
75・0110）、農林課（☎ 66・
1023 ※休日・夜間は市代表
☎ 62・2300）まで連絡を。
市ホームページでもクマの出
没情報を掲載しています。

　９月１日（木）～ 15 日（木）
10 時～ 16 時、サロン「ぽーれ
ぽーれ」（身障センター内）。同
センター利用者の作品を展示。
入場無料。問同センター（☎
63・3008）

《おはなし会》９月７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》９月８日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品は新田
次郎著「聖職の碑」。

《ぷくぷくマグネットをつくろ
う》９月 10 日（土）10 時 30
分～ 11 時 30 分。対象は小学生。
先着 15 人。
　いずれも無料。申し込み不要。

《おはなし会》９月３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》９月 10
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。

書道展

東図書館（☎ 62・0190）

西図書館（☎ 75・5406）

　８月 26 日（金）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

定例教育委員会

　会場はいずれも総合文化会館。
《ヴォーチェ・アンジェリカ ＆
Felice ジョイントコンサート》
８月 28 日（日）13 時 30 分から。
ピアノ演奏や合唱など。全席自
由。入場無料。

《コミュニティ作品展「陶と版
画のコラボ展」》９月３日（土）
と４日（日）10 時～ 17 時。陶
芸や木版画の作品約 70 点を展
示。入場無料。

《コミュニティコンサート「秋
風にのせて」》９月４日、13 時

文化事業団（☎ 64・0880）

　８月３日、文化公園プールで小学生水泳大会が開催（実行
委員会主催）。市内の全小学校の５・６年生 245人が参加し、
クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、リレーの各種目で競い合いました。
　勢いよくプールに飛び込み、元気いっぱいに泳ぐ児童たち
に、プールサイドでは集まった保護者やクラスメートらが大
きな声援を送っていました。　　　　　　《スポーツ振興課》
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日本赤十字社の活動資金

　５・６月に取り組んだ日本赤
十字社活動資金の募集では、皆
さんのご理解とご協力で 876
万 3,165 円が集まりました。寄
せられた資金は、国内外の災害
救護活動や救援資器材の整備な
どに活用されます。

《地域福祉推進課（日本赤十字
社舞鶴市地区）》

い
ざ
勝
負 
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伝
大
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　10 月２日（日）、「舞鶴市駅伝競走大会」を開催。
参加チームを募集します。10 時 30 分、市役所
前スタート。雨天決行。
▪種目　❖男子高校・男子一般（６区間、33.0㌔）
❖男子中学・女子中学・女子一般（６区間、18.4㌔）
▪参加費　１チーム 1,500 円（中学生は 1,000
円）
▪申し込み方法　所定の用紙（スポーツ振興課、
東体育館、文化公園体育館などに備え付け。市ホ
ームページからダウンロード可）で。９月 13 日

（火）必着。
　詳しくは、同課（☎ 77・2006）へ。

との共催。申し込みは、電話か
ファクスで同会議所（☎ 62・
4600、ＦＡＸ 62・4933）へ。

30 分から。大正琴やオカリナ、
ギターの演奏、吹奏楽など。全
席自由。入場無料。

《ほのぼの写真館作品募集》９
月 10 日（土）と 11 日（日）に
開催。「敬老」をテーマに日常
生活の中のほのぼのとした心温
まる写真（カラーか白黒で２Ｌ
サイズの単写真）。デジタルカメ
ラや携帯電話で撮影したものも
可（合成・加工したものは不可）。
１人３点まで。作品は、申込書

（同館、市民会館に備え付け）を
添えて、８月 20 日（土）～９
月４日に同館か市民会館へ郵送
か持参。

《新日本フィルハーモニー交響
楽団特別演奏会》11 月 11 日

（金）19 時から。全席指定。S
席3,500円ほか。８月26日（金）
発売。※小・中学生、高校生は
50 人を無料で招待（多数の場
合抽選）。申し込みは、往復はが
きに住所、氏名、年齢、学校名、
電話番号、保護者同伴の有無を
記入し同館（〒 625-0036 市内
字浜 2021）へ。９月 16 日（金）
消印有効。

円、学生 1,000 円。受け付けは
当日９時 15 分から。問棋鶴会
の熊倉さん（☎ 66・3188）

や歌、献花など。問浮島丸殉難
者を追悼する会の余江さん（☎
63・2539）

ブルス（男・女・混合）。対象
は市内在住か在勤の社会人。参
加費１種目１人につき 200 円。
申し込みは、８月 31 日（水）
までに大会名、希望の種目、住
所、氏名、年齢、性別、電話番
号を往復はがきで〒 625-8555
コミュニティ振興公社へ。フ
ァ ク ス（66・2850）、 ホ ー ム
ページ（http://www.eonet.
ne.jp/~comshin/）からも可。
問同公社（☎ 66・1061）

《和紙くるみ絵教室》９月 13 日
～11月22日の火曜日に計６回。
講師はゆかり会の荻野順子さん
ほか。受講料月 2,000 円。申込
期間は９月６日（火）まで。
　いずれも時間は 13 時 30 分～
15 時 30 分。先着 20 人。申し
込みは電話で。　

会。対象は認知症の人を介護して
いる家族。無料。申し込みは、電
話かファクスで高齢・障害福祉課

（☎ 66・1012、ＦＡＸ 62・7957）へ。

クマの出没に注意を

夏空の下 元気よく

赤煉
れ ん が

瓦サマージャズ
＋（プラス）

　９月４日（日）16 時～ 21 時、
市政記念館と同館屋外ステー
ジ。杉山千絵 with 上野山雅司カ
ルテットのほか、舞鶴市や福知
山市などのミュージシャンが出
演。入場料 1,500 円（高校生以
下 1,000 円。当日 500 円増し）。
販売は同館ほか。問赤煉瓦ライ
ブハウス実行委員会の濱本さん

（☎ 090・1582・1221）

東舞鶴公園。対象は市内在住か
在勤の社会人。先着 40 人。申
し込みは、８月 29 日までに
電話で同公園管理棟（☎ 63・
7643）へ。

　８月３日から友好都
市・大連市（中国）を訪
問していた舞鶴市少年使
節団（小学生 12 人、引
率者４人）が８日に帰国。
９日、市役所を訪れ、多々
見市長に「ホームステイ
先ではとても親切にして
もらいうれしかった」「もっとしっかり中国語を勉強したいと思
った」「初めて見る楽器の演奏を聴いて中国の文化を感じた」な
ど、団員一人ひとりが感想や体験談などを報告しました。
　滞在中は、大連市内の小学校を訪問し、東日本大震災からの
復興に向け頑張っている日本の元気な姿を伝えるため、東北地
方の御

み か ぐ ら

神楽を披露したり、「世界に一つだけの花」を中国語で歌
ったりして児童たちと友好を深めました。　　　《学校教育課》

大連市内の小学校で御神楽を披露大連市内の小学校で御神楽を披露


