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新着図書

　市議会９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。

　10 月７日（金）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、商工観光セン
ター。「職場のコミュニケーシ
ョン～人間関係を良くするコミ
ュニケーション～」をテーマに
川崎ゆかりさんが講演。対象は
市内在住か在勤の人。先着 30
人。無料。託児あり（予約が
必要）。舞鶴商工会議所と市企
業内人権啓発推進協議会との共
催。申し込みは、10 月４日（火）
までに電話かファクス、電子メ
ールで人権啓発推進室（☎ 66・
1022、ＦＡＸ 62・9891）へ。

　10 月５日～ 26 日の水曜日に
計３回、フレアス舞鶴。❖ 10
時～ 10 時 45 分…２～３歳児
とその保護者❖ 11 時～ 11 時
45 分…歩けるようになった１～
２歳児とその保護者。講師は足立
奈里子さん。先着各10組。無料。
託児あり（予約が必要）。申し込
みは、９月 17 日（土）～ 27 日（火）
に電話かファクスでフレアス舞鶴

（☎ 65・0055、ＦＡＸ 62・0872）へ。

親子であそぼう体操教室

　10 月６日（木）９時～ 15 時、
舞鶴親海公園。対象は市内在住
の障害者とその家族、ボランテ
ィア。先着 20 人。参加費 600
円。申し込みは、９月 30 日（金）
までに電話かファクス、電子メ
ール（m-himawari@juno.ocn.
ne.jp）で身障センター（☎ 63・
3008、ＦＡＸ 62・9546）へ。

　10 月 15 日（土）13 時から文
化公園体育館。市体育指導委員協
議会設立 50 周年を記念し開催。
先着 45 チーム（１チーム１～３
人まで）。無料。申し込みは、９
月30日（金）までに代表者の住所、
参加者全員の氏名と年齢（学年）、
チーム名をはがき（〒 624-0913
市内字上安久 420）かファクス、
電子メールで同協議会事務局（ス
ポーツ振興課内）へ。問同事務局

（☎ 77・2006、ＦＡＸ 77・2009）

　10 月 16 日（日）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、中央公民館。講
師は日本ウオーキング協会公認指
導員の岡部貞一さん。対象は市内
在住か在勤の成人。先着 30 人。
無料。申し込みは、９月30日（金）
までに電話かファクスで同館（☎
62・0400、ＦＡＸ 62・0442）へ。

体に効くウオーキング教室

　10 月 16 日（日）９時～ 15
時、東体育館。ユニカールやマイ
パックなど４種目で競う。対象は
小学生以上の３人のグループ（小
学３年生以下のみのグループは不
可）。先着 36 組。参加費１チー
ム 1,000 円（軽食付き）。申し込
みは、10 月７日（金）までに電
話か所定の用紙（市役所受付、西
支所、東・文化公園体育館などに
備え付け）でコミュニティ振興公
社へ。問同公社（☎ 66・1061）

　10 月５日（水）10 時 30 分
～ 11 時 30 分、城南会館。対象
は就学前の子どもとその保護者。
先着 20 組。参加費子ども１人
につき 300 円。申し込みは、９
月 16 日（金）10 時から電話で
地域子育て支援センターさるな
ぁと（☎ 76・8333）へ。

親子ヨガ
　10 月７日（金）10 時～ 16 時、
西駅交流センター。不動産の評
価や有効利用などの相談に不動
産鑑定士が応じる。予約不要。
問㈳京都府不動産鑑定士協会事
務局（☎ 075・211・7662）

不動産無料相談会

　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》９月 22 日（木）
10 時～ 16 時。専用電話（65・
0056）へ。

《面接相談》10 月 12 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、９月 28 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

　10 月２日（日）10 時～ 16
時、法務局舞鶴支局。人権、国
籍、供託、公正証書、登記など
の相談に人権擁護委員や公証人、
法務局職員が応じる。無料。申
し込みは、９月 30 日（金）17
時 15 分までに電話で同支局（☎
76・0858）ヘ。

法務局日曜相談所

　10 月 12 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、
10 月７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

　10 月５日～ 26 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

　９月 26 日（月）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

定例教育委員会

《おはなし会》10 月１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。無料。申し
込み不要。

西図書館（☎75・5406）

　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）

住宅改良資金融資制度

　会場はいずれも総合文化会館。
《OG ベンチャーズ》９月 18 日
（日）14 時から。全席自由。入場
無料。

《BLACK BOTTOM BRASS 
BAND Live!》９月 19 日（月＝
敬老の日）14 時から。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）。

《劇団四季ファミリーミュージ
カル 王様の耳はロバの耳》11
月 27 日（日）15 時 30 分から。
全席指定。一般 4,500 円、中学
生以下 3,500 円。託児あり（予
約が必要）。３歳未満は入場不可。
９月 19 日発売。

《年忘れ寄席》12 月７日（水）
18 時 30 分から。笑福亭鶴二さ
んをゲストに迎え、舞鶴市出身の
笑福亭遊喬さん、福知山市出身の
桂三扇さんによる落語。全席自由。
一般 1,000 円、学生 500 円（当
日 200 円増し）。未就学児は入場
不可。９月 17 日（土）発売。

文化事業団（☎ 64・0880）

　10 月６日（木）10 時～ 12 時、
西総合会館。講師は舞鶴料理学院
の堀祥子さん。対象は子育て中
の母親。先着 20 人。参加費 700

円。託児あり。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 29 日（木）までに
電話で西公民館（☎ 75・6501）へ。

秋の料理実習

　10 月１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、９月22日（木）
までに電話で農林課（☎ 66・
1023）へ。

　10 月 25 日（火）16 時～ 16
時 30 分と 26 日（水）９時～ 12
時、城南会館。講師は伊藤文則さ
ん。対象は両日とも参加できる人。
先着 25 人。参加費 3,000 円。申
し込みは、９月 30 日（金）まで
に電話で同館（☎ 78・1800）へ。

本物みそ作り教室身障センター
（☎63・3008、ＦＡＸ62・9546）

　10 月１日（土）10 時～ 17 時、
大浦ハイランド集合。竹炭作りや
芋掘り、陶芸など。先着 30 人。
参加費 3,000 円（中学生以下は
1,000 円。昼食付き）。JR 東舞
鶴駅から無料送迎バスあり。主催
はふるさと大浦 21。申し込みは、
９月 26 日（月）までに住所、氏
名、年齢、電話番号を電話かファ
クス、電子メールで農林課（☎
66・1023、ＦＡＸ 62・9891）へ。

　市では、男女が性別に関わら
ず、お互いに人権を尊重し、そ
の個性と能力を十分に発揮する
ことができる社会の実現を目指
す「舞鶴市男女共同参画計画（ま
いプラン）（計画期間：平成 19
～ 28 年度）」を策定し、さまざ
まな取り組みを進めています。
今後、計画の見直しに向けての
基礎資料とするため、市民アン
ケートを実施。市内在住の 18
歳以上の男女 1,500 人を無作為
抽出し、９月下旬にアンケート
を送付しますのでご協力をお願
いします。回答は、10 月 20 日

（木）までに人権啓発推進室へ返
送。問同室（☎ 66・1022）

男女共同参画に関する
市民アンケート調査にご協力を

　10 月２日（日）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、 城 南 中 学 校。
千賀ノ浦親方（元関脇・舛田山関）
による講演や相撲の動きを取り
入れた健康体操、力士との交
流。入場無料。問同校（☎ 75・
0137）

人権講演会
「相撲から学んだ大切なこと」

市議会９月定例会

日　時 内　容 場　所
 20 日（火）　10 時から  本会議（代表質問）

 市議会議場 21 日（水）　10 時から  本会議（一般質問）
 22 日（木）　10 時から  本会議（一般質問、質疑）
 27 日（火）　10 時から  経済消防委員会

 議員協議会室
 28 日（水）　10 時から  民生労働委員会
 29 日（木）　10 時から　  建設委員会
 30 日（金）　10 時から  総務文教委員会
 10 月６日（木）10 時 30 分から  本会議（閉会予定）  市議会議場

　９月 26 日（月）10 時 30 分
～ 12 時、西市民プラザ。約 50
種類のおんぶひもやだっこひも
の試着など。対象は妊婦か乳幼
児の保護者とその家族。参加費
大人１人につき 300 円。申し込
み不要。問親と子のひろば ひま
わり（☎ 77・0102）

おんぶ＆だっこひも
試着サロン

　10 月 12 日（水）10 時～ 11
時 30 分、東公民館。対象は子
育て中の母親。先着30人。無料。
託児あり。申し込みは、10 月８
日（土）までに電話で同館（☎
62・1237）へ。

骨盤ストレッチ＆ピラティス

まち
話題
の
★★★ 　10 月 10 日（月＝体育の日）

14 時～ 15 時 45 分、総合文化会
館。❖記念講演会…東国原英夫・
元宮崎県知事による講演「強く生
きる～未来を拓

ひら

く為に、今私たち
がすべき事～」❖パネルディス
カッション…記念講演会の内容
をもとに東国原英夫・元宮崎県知
事、多々見良三・舞鶴市長、松本泰・
㈳舞鶴青年会議所理事長による意
見交換会。先着 1,000 人。無料。
申し込みは、住所、氏名をファ
クス (77・1330）か電子メール

（info@maizurujc.org）で㈳舞鶴
青年会議所事務局へ。問同事務局

（月・水・金曜日の 10 時～ 16 時、
☎ 77・1006）

　10 月 16 日（日）９時、上漆
原生活改善センタ－前集合。先
着 100 人。参加費 100 円。申
し込みは、10 月８日（土）ま
でにはがきで住所、氏名、年齢、
電話番号を岡田中ムラづくり委
員会の亀井さん（〒 624-0116 
市内字富室 121）へ。問同委員
会の亀井さん（☎ 090・5090・
4206)

　10 月１日（土）14 時～ 16 時、
中総合会館。大槻公一・京都産
業大教授による講演「鳥インフ
ルエンザってどういう病気」や
中丹家畜保健衛生所が取り組む
鳥インフルエンザの予防対策の
紹介、養鶏農家による安全な
たまごや鶏肉生産のための取り
組みの紹介など。たまごつかみ
ゲームも（対象は子ども）。先
着 100 人。無料。入場者には
たまご１パックを進呈。申し込
みは、９月 26 日（月）までに
住所、氏名、電話番号を電話か
ファクスで中丹家畜保健衛生所
へ。電子メール（chutan-kaho@
pref.kyoto.lg.jp）も可。問同
所（ ☎ 0773・25・1860、 ＦＡＸ
0773・25・1861）

　10 月２日（日）９時 30 分～
14 時、舞鶴水産流通センター周
辺。本マグロの解体ショーや市
民参加のセリ市、鮮魚・水産加

工品の販売など。海上自衛隊舞
鶴音楽隊の演奏や掃海艇の体験
航海も。問舞鶴水産流通協同組
合（☎ 75・3275）

　10 月 16 日（日）10 時～ 15 時、
ポリテクカレッジ京都。レクリエ
ーションや模擬店など。対象は障
害のある子どもとその家族。定員
20 組（多数の場合抽選）。無料。
当日のボランティア（高校生以上）
も募集。申し込みは、10 月７日

（金）までに電話かファクスで地
域生活支援センターみずなぎ（☎
64・3766、ＦＡＸ 64・3658）へ。

　10 月 22 日（土）13 時 30 分
から東公民館。まいづる肉じゃ
がまつり実行委員会が作成した
元祖肉じゃがソング「まいづる
肉じゃがフィーバー」に合うダ
ンスの振り付けを募集。ダンス
の要件は❖肉じゃがのイメージ
に合う❖子どもから大人まで誰
でも踊れる❖一人でも大人数で
も踊れる❖踊る人も見る人も楽
しく元気が沸いてくるもの。応
募者には同曲の CD、最優秀ダ
ンス賞には賞金３万円を進呈。
申し込みは、10 月 20 日（木）
までに電話かファクスで同実行
委員会（☎・ＦＡＸ 62・2336）へ。

舞鶴ちゃったフォーラム

由良ヶ岳登山＆自然観察

知って得「とり・たまごの集い」

まいづる魚まつり

ワッショイげんき祭り

元祖肉じゃがソング
ダンス振り付けコンテスト

　姉妹都市提携 50 周
年を記念し、８月 20
日～ 25 日にナホトカ
市（ロシア）を訪問し
ていた舞鶴市少年野球
団が帰国。８月29日、
参加者 18 人が報告の
ため市役所を訪れまし
た。　
　主将の谷勝さん（池
内小６年）は「ナホトカ市の人とはすぐ話せるようになり、楽
しく過ごすことができた。現地の野球チームとの交流大会では、
思い切りプレーし、優勝することができたのでいい思い出にな
った」と報告。その後、参加者らは多々見市長に現地での様子
や思い出などについて話しました。　　　　　　　《観光商業課》

《版画教室》10 月～ 11 月の毎週
木曜日。13時30分～15時30分。
年賀状などを作る。講師は舞鶴木
版画クラブの岩見英一郎さん。参
加費月 3,000 円。申込期間は９
月 29 日（木）まで。

《フラワーアレンジメント講座》
10 月 22 日（土）19 時～ 21 時。
講師はヨーロピアン・フラワーデ
ザイン連盟の馬渕厚子さん。参加
費 3,500 円。申込期間は 10 月
８日（土）まで。
　いずれも先着 20 人。申し込み
は電話で。

　10 月５日（水）14 時～ 16
時、就業支援センター。効果的
な履歴書の書き方や面接のポイ
ントなど。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。

事業所支援セミナー

海釣りに行こう

マイパック交流大会

ニュースポーツ大会

西公民館（☎ 75・6501）

杉山石窯パン焼き教室

大浦農漁村体験

就職力アップセミナー

 
保健センターから

☎ 65・0065

　11 月 27 日（日）８時～
11時と13時～14時30分（胃
がん検診は午前中のみ）、平日
に仕事などで健診を受ける機

会がない人を対象に日曜健診
を実施。場所は保健センター。
種類や対象などは下表のとお
り。申し込みは、９月 20 日

（火）～ 10 月 14 日（金）に
電話で同センターへ。

　インフルエンザは初冬から春
先にかけて流行します。予防に
は流行する前に予防接種で免疫
をつけることが有効です。また、
予防接種を受けていれば、イン
フルエンザにかかっても重症化
を防ぐ効果があります。
　市では高齢者を対象に予防接
種費用を補助。対象者には９月
中旬に案内を送付します。市内

の協力医療機関で実施。接種期
間や対象などは次のとおり。
▪接種期間　10 月 24 日（月）
～ 12 月 30 日（金）
▪対象　市内に住民登録がある
65 歳以上か 60 ～ 64 歳で心臓・
腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫
機能の障害（身体障害者手帳１
級か同程度）がある人。
▪接種費用（自己負担額）　
1,000 円（接種は１回のみ）
▪その他　生活保護世帯と平成
23 年度市民税非課税世帯の人
は無料（事前に保健センターに
申請が必要）。
　詳しくは、同センターへ。

日曜健診を実施

インフルエンザ予防接種
高齢者の接種費用を補助

※平成 14 ～ 22 年度に受診した人は受診できません。

種類 対象 料金 定員
胃がん

昭和 47 年３月 31 日
以前生まれ

500 円

先着
各 100 人

結核・肺がん
100 円

（喀痰 ( かくたん )
検査は別途 500 円）

肝炎ウイルス ( ※ ) 500 円

前立腺がん
昭和 32 年３月 31 日

以前生まれの男性
300 円

特定健康診査
昭和 22 年４月１日～

47 年３月 31 日生まれの
舞鶴市国民健康保険加入者

無料

骨粗しょう症
来年３月 31 日現在で
40・45・50・55・60
・65・70 歳の女性

500 円
先着
50 人

【日曜健診の種類・対象など】

☆全国中学生ウエイトリフテ
ィング競技選手権大会（８月
18 日、福岡県） 69㌔級３位
　鈴木悠人（白糸中３年）

全国大会で好成績全国大会で好成績

　９月 21 日（水）～ 30 日
（金）、「京の秋 心のゆとりが 
事故防止」を統一標語に秋の
全国交通安全運動を実施。ま
た、９月 30 日は「交通事故
死ゼロを目指す日」です。
　子どもと高齢者の交通事
故防止を基本に、夕暮れ時
と夜間の歩行中や自転車運
転中の交通事故防止、シー
トベルトとチャイルドシー
トの着用の徹底、飲酒運転
の根絶などを重点に取り組
みます。毎日どこかで悲惨
な交通事故が起きています。
一人ひとりが交通ルールを
守り、安全で快適なまちを
目指しましょう。

《啓発イベント～舞鶴市民の
願い！交通事故ゼロの誓い
～》９月 29 日（木）❖ 14
時から…JR 東舞鶴駅前から
総合文化会館まで京都府警察
平安騎馬隊や白バイ、パトカ
ーなどによるパレード❖ 15
時から…総合文化会館。京
都府警察音楽隊とカラーガ
ード隊による演奏と演技の
ほか、舞鶴市出身の笑福亭
遊喬さんによる交通安全に
関する落語など。クイーン
まいづるの松平夏奈さんも
一日警察署長として参加。
　詳しくは、市交通対策協
議 会（ 市 民 相 談 課 内、 ☎
66・1006）へ。

　９月 23 日（金＝秋分の日）
14 時～ 15 時 45 分、らぽ
ーる。クイズやビンゴゲー

ム大会、啓発グッズの配布
など。入場無料。
問舞鶴地域交通安全活動推
進委員協議会の田中さん（☎
62・9317）

秋の交通安全のつどい

秋の全国交通安全運動

☆日清食品カップ全国小学生
陸上競技交流大会（８月 26
日・27 日、神奈川県） 男子
走り幅跳び２位　松下修也

（吉原小６年）　　　　
　　　　　　　以上敬称略。

義援金にご協力を

　台風 12 号による大雨災害な
どの被災者を支援するため、義
援金を受付中。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）

　いずれも場所は勤労者福祉セ
ンター。申し込みは電話で。

《いきいき講座アートフラワー》
10 月～来年３月の第１月曜日と
第３火曜日。13 時～ 16 時。先
着５人。参加費 1,100 円（別途
材料費が必要）。申込期間は９月
26 日（月）まで。

《病気の予防と交通安全講習会》
10 月 17 日（月）13 時～ 15 時。
岸本純子・岸本病院副院長によ
る講演「高齢者の健康維持『病
気にならないためには！』」と舞
鶴警察署職員による交通事故防
止についての実習。対象は市内
在住の 60 歳以上。先着 50 人。
無料。申込期間は 10 月７日（金）
まで。

《高齢者のための樹木管理講習
会》10 月 24 日（月）～ 11 月
２日（水）の平日、10 時～ 16
時。対象は市内在住の55歳以上。
定員 30 人。無料。申込期間は
10 月７日まで。

シルバー人材センター
（☎64・3233）

　10 月１日（土）13 時 30
分～ 17 時、西総合会館で公
開シンポジウム「震災後の地
域連携～福井県と京都府～」
を開催。入場無料。市との共催。
▪内容　❖基調講演Ⅰ…藤本
和貴夫・大阪経済法科大学学
長による講演「東アジア経済
圏における日ロ関係の役割
について～そこでの北陸・関
西、福井・京都の位置付けを
考えながら～」❖基調講演Ⅱ

…若尾将徳・福井県土木部高
規格道路推進課長による講
演「高速道路の整備状況と震
災時の役割について」❖パネ
ルディスカッション…井上
武史・福井県立大学地域経済
研究所講師をコーディネータ
ーに、パネリストの藤本学長、
若尾課長、井口直樹・敦賀市
国際交流貿易課港湾担当課長
補佐、玉田和也・舞鶴工業高
等専門学校建設システム工学
科学科長が討論。
問 地 域 公 共 政 策 学 会 ( ☎
0776・61・6000）

（９月 16 日～ 10 月 15 日）❖９月 19 日…敬老の日
❖９月 23 日…秋分の日❖ 10 月 10 日…体育の日。歳時記

▲試合終了後、ナホトカ市のチームと記念
撮影（８月 23 日）

《おはなし会》10 月５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》10 月６日（木）13
時 30 分～ 15 時 30 分。作品は
松本清張著「鬼畜」。

《「ガオガオかいじゅう」をつく
ろう》10 月８日（土）10 時 30
分～11時30分。対象は小学生。
先着 15 人。はさみと筆記用具
を持参。

《おはなしのろうそく》10 月
15 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）

《押し花二人展》９月 30 日（金）
までの 10 時～ 16 時。荒木幸子
さんと鉄尾由紀子さんの作品を
展示。

《オカリナコンサート》９月 27
日（火）12 時 30 分～ 13 時。「オ
カリナ仲間」による生演奏。
　いずれも場所はサロン「ぽー
れぽーれ」（身障センター内）。
入場無料。

市少年野球団がナホトカ市を訪問
スポーツで交流深める


