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（４月 16 日～５月 15 日）❖４月 29 日…昭和の日❖５月３日…憲法記念日❖５月４日
…みどりの日❖５月５日…こどもの日❖５月８日…松尾寺の仏舞

まち
話題
の
★★★

　５月３日（木＝憲法記念日）
９時～ 14 時、岸谷バス停留所
広場集合。歩きながら野鳥を観
察（約６㌔）。無料。小雨決行。
昼食を持参。申し込み不要。問

　五老スカイタワーで毎年５月
に揚げるこいのぼりの寄贈をお
願いします。寄贈いただける人
は、同タワーまで連絡を（返
却はできません。ナイロンな
ど化学繊維のものに限る。直
接持参）。問同タワー（☎ 66・
2582）

　４月 22 日（日）10 時から中
総合会館。２クラスに分かれて
西地区方式での予選と決勝トー
ナメントにより実施。対象は府
北部在住の人。参加費 2,000 円

（学生 1,000 円）。申し込みは、
当日の９時 15 分から会場で受
け付け。問日本将棋連盟舞鶴支
部の熊倉さん（☎ 66・3188）。

《手びねり教室》５月９日～７
月４日の水曜日に計５回、13
時 30 分 ～ 15 時 30 分。 定 員
20 人。受講料 4,000 円。
《夜間ろくろ教室》５月 16 日
～７月 25 日の水曜日に計８回、
19 時～ 21 時。定員 10 人。受
講料 7,000 円（土代が別途必
要）。
　いずれも多数の場合抽選。申
し込みは、４月 30 日（月＝振
替休日）までに電話で。

弥仙山探鳥会

☆ジャパンレディースカッ
プ2012大会（ソフトテ
ニス）（３月 13 日、大阪
府） ３位 打和久美子（溝
尻）、神社純子（南浜町）                              
　　　　　　　　 敬称略。

保健センターから
☎ 65・0065

　５月 10 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
21年６月７日～11月６日生
まれ）…先着 20 人❖２歳児（平
成21年12月３日～22年５
月21日生まれ）…先着 30 人。
参加費 300 円。各１回のみ参加

【東図書館】〈一般書〉少女は卒業しない／朝井リョウ。マルセル／高樹のぶ子。希望の地図／重松清。「忘れる」力／外山滋比古。時は老いをいそぐ／アントニオ・タブッキ。〈児童書〉天気予報の大研究／㈶日本気象協会。地形探検図鑑／目代邦康。かみさまのめがね／つちだのぶこ。
【西図書館】〈一般書〉降霊会の夜／浅田次郎。PK ／伊坂幸太郎。震える牛／相場英雄。泥沼はどこだ／アーサー・ビナード。欲しかった“あと１時間”を手に入れる時短家事メソッド／本間朝子。〈児童書〉たかこ／青山友美。みつばちとどろぼう／エリック・カール。

　４月29日（日＝昭和の日）
９時 30 分～ 11 時 30 分と
12 時 30 分～ 15 時 30 分、
らぽーる西側広場。平日に
仕事などで献血できない人
や献血をしたことがない人
など、この機会にぜひご協
力ください。

可。申し込みは、４月 17 日（火）
から電話で。

歯っぴースマイル教室
（２歳児むし歯予防教室）

陶芸館（☎ 64・3263）

　５月６日（日）13 時～ 16 時、
市政記念館。同会の会員による朗
読や NHK アナウンサーの岩井正
さんによる公開レッスンなど。無
料。申し込み不要。問同会の木村
さん（☎ 62・6731）

朗読ボランティアこだま会
10 周年記念朗読コンサート　４月 22 日（日）11 時～ 14 時、

竜宮浜「ととのいえ」。大漁鍋の
振る舞いやお楽しみ抽選会、鮮
魚・干物・サザエご飯の販売など。
ワカメのつかみ取りも。問とと
のいえ（☎ 68・0013）

５周年記念 
ととのいえ感謝祭

土・日曜日の持ち込みは、事前に予約が必要。予約は平日の８時 30 分～ 16 時 30 分に同プラザ（☎
64・7222）へ。
毎週木曜日に戸別収集。ただし５月３日の戸別収集は休みます。
舞鶴保健興業㈲が収集する地域＝東地区（寺川以西）、中地区（全域）、西地区（吉原、匂崎）は４月 27 日、
28 日も休業。
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１日 
（火）

２日 
（水）

３日 
（木）

４日 
（金）

５日 
（土）

６日 
（日）

収
集

燃える（可燃）ごみ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

燃えない（不燃）ごみ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ×

持
ち
込
み

清掃事務所
（可燃ごみ） ８時30分

～ 16時

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

リサイクルプラザ 
（不燃・粗大ごみ）※１ ○ 要予約 ○ ○ ○ ○ ○ 要予約

粗大ごみの収集申込受付 ※２ ○ × × × ○ ○ × × × ×

し尿の収集 ※３ ※３ × × ○ ○ × × × ×

▲シェリル・バギー市長にあいさつ

　舞鶴に来て１年がたちました。時
間がたつのがとても早く感じます。
舞鶴市の皆さんにいろいろとお世話
になり、心より厚くお礼申し上げま
す。本当にありがとうございました。
　この間、経済・文化などさまざま
な分野での国際交流活動を通じて、
舞鶴市の皆さんの優しさなど、この

舞
鶴
市
の
皆
さ
ん 

大
連
で
会
い
ま
し
ょ
う

土地の良さを肌で感じることができる貴重な機会となりま
した。本年度は、大連市と舞鶴市の友好都市提携 30 周年を
迎えます。これを契機として、両市がさらに交流を拡大し、
共に発展していくことを期待しています。
　舞鶴市の皆さんさようなら。大連で会いましょう！

　舞鶴市国際交流員の石
せきしん

鑫さんが離任。約１年間の任期を終
えて友好都市・大連市（中国）へ帰国されました。
　石さんからお別れのあいさつです。

▲石鑫さん

全国大会で好成績

☆2012世界ろう者卓球
選手権大会（４月 29 日～
５月６日、東京都） 上田萌

（東京都、日星高出身）　　
　　　　　　　    敬称略。

世界大会出場
おめでとう

　平成 23 年度後期（10 月
１日～３月 31 日）に市へ
寄せられた金品や物品によ
る寄付についてお知らせし
ます。皆さんの志に沿って
活用させていただきます。
　寄付していただいた皆さ
んは次のとおりです。なお、
匿名の人については掲載し
ていません。
▪寄付金　芦田孝男さん（京
都市）、今田壽孝さん（西方
寺）、馬瀬典彦さん（石川
県）、柏原均さん（千葉県）、
苅田八重子さん（森）、坂本
幸子さん（兵庫県）、武内均
さん（大阪府）、橘時夫さん

（引土）、藤田祐一さん（東
京都）、藤林脩さん（京田
辺市）、眞鍋一さん（東京
都）、三木重男さん（兵庫県）、
森田信彦さん（京都市）、㈶
有本積善社、京都丹の国農業
協同組合、祖母谷実業会
▪寄贈品　❖多禰美智子さ
ん…絵画❖国際ソロプチミ
スト舞鶴…児童図書❖舞鶴
みなとライオンズクラブ…
児童図書❖舞鶴ライオンズ
クラブ…ランドセルカバー・
登下校用交通安全旗❖㈳青
森県りんご対策協議会およ
び舞鶴合同青果㈱…りんご
など

《台風12号和歌山県災害義援金》皆さんのご理解とご協力
により、台風 12 号和歌山県災害義援金は 48,519 円が集ま
りました。この義援金は日本赤十字社を通じて被災された
方々にお届けします。温かい善意ありがとうございました。       
　　　　　　　《保健福祉企画課（日本赤十字社舞鶴市地区）》

　市では、良好な森林環境の
保全のため、集落に隣接す
る里山の樹木の抜き切りを実
施。伐採した木材をまきスト
ーブの普及拡大などの事業に
活用します。今年度は計約
10㌧を伐採する予定。伐採し

た木材は無償で市に提供して
いただきます。申し込み多数
の場合抽選。無料。樹木の伐
採を希望する人は、５月 15
日（火）までに電話で。
　詳しくは、農林課（☎66・
1023）へ。

　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
率は工事内容により年 0.5％・
1.5％・2.04％。問建築住宅課（☎
66・1050）

住宅改良資金融資制度

　近年、海でのレジャー中の事故
が多発しています。水の事故を防
ぐため、ボートなどで遊ぶ際には、
ライフジャケットの着用と携帯電
話を防水パックに入れ携帯するよ
う心掛けましよう。また、事故が
発生したときや事故を目撃したと
きは迷わず「118 番」へ。問舞
鶴海上保安部（☎ 76・4120）

海のもしもは「118 番」

　経済的な理由により技能修得が
困難な人に技能修得資金を支給。
対象は専門学校などの技能修得施
設に修学する府内在住の学生（支
給要件あり）。申請は５月 30 日

（水）まで。期限を過ぎると支給
額が減額される場合があります。
問中丹東保健所（☎ 75・0856）

技能修得資金を支給

　４月 27 日（金）～５月１日（火）
が中総合会館、５月３日（木＝憲
法記念日）～５月８日（火）が
西市民プラザ。９時～ 22 時。倉
梯幼稚園、相愛保育園、中舞鶴幼
稚園、大浦小、福井小の子どもた
ちが人権の花「スイセン」を栽培
している様子の写真や子どもたち
が描いた絵などを展示。主催は
舞鶴人権擁護委員協議会。入場無
料。問法務局舞鶴支局（☎ 76・
0858）

「人権の花」運動の作品展示

　軽自動車やバイクなどを所有
している人に平成 24 年度軽自
動車税納税通知書を４月 11 日、
発送しました。納付期限は５月
１日（火）。障害者手帳をお持ち
で一定の要件に該当する人には、
軽自動車税の減免制度がありま
す。申請は４月 24 日（火）ま
でに税務課へ。
《郵便局・コンビニエンススト
アで納付できます》軽自動車税
は、これまでの金融機関での納
付に加え、近畿２府４県の郵便
局の窓口と全国の提携コンビニ
エンスストア（納税通知書の裏

軽自動車税 納税通知書を発送

　地域の中で守られてきた文化財
や伝統芸能を後世に継承していく
ための事業に補助。対象は❖文化
財の修理❖収蔵庫の設置・修繕❖
芸能備品の購入・修繕❖芸能記録
の作成❖伝承教室の開催❖説明板
の設置など。各自治会長あてに送
付する申請書に必要事項を記入し
５月 18 日（金）までに社会教育
課へ。問同課（☎ 66・1073）

文化財などの保全事業に補助

高齢者・障害者権利擁護相談

　５月９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、５月
２日（水）までに電話で高齢者
支援課（☎ 66・1018）へ。

《よちよちパーク》４月 19 日
（木）10 時～ 12 時、東公民館。
子ども服や育児用品などのフリ
ーマーケット。14 店が出店。
《ベビー＆ママのタッチケア》
４月 25 日（水）10 時 30 分～
11 時 30 分、同センター。マザ
ーズハンドの金浦真弓さんの指
導によるベビーマッサージ。対
象は２～７か月児とその母親。
先着８組。参加費１組 1,000 円。
申し込みは、４月 17 日（火）
から電話で。

わくわく親子でリフレッシュ

地域子育て支援センター
よちよち広場（☎ 63・4821）

　４月 26 日（木）10 時～ 11
時、勤労者福祉会館。親子で行
う散歩遊びやボール遊び、リズ

春の楽しいお料理づくり教室

　５月 10 日（木）10 時～ 12 時、
西総合会館。子ども向けのお菓
子など。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。申し込みは、５月３
日（木＝憲法記念日）までに電
話で西公民館（☎ 75・6501）へ。

市営住宅入居者

　荒田、加津良、長浜（各２
戸）、北浜、寿山（各１戸）。申
し込み資格は、❖現在住宅に困
っている❖市内在住か在勤❖公
営住宅法に定める基準以下の収
入❖本人を含め２人以上の親族

（婚姻と同様の関係にある人を
含む）が同時に入居できる（北

赤煉瓦談義

　４月 28 日（土）17 時～ 18
時 30 分、赤れんが博物館。「ホ
フマン窯と煉

れ ん が

瓦焼成窯のいろい
ろ」をテーマにホフマン窯によ
る焼成法の詳細やインドやアフ
ガニスタンで利用されている煉
瓦焼成窯について紹介。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。

東図書館（☎ 62・0190）

《おはなし会》５月２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。
《赤ちゃんえほんのひろば》５
月10日（木）11時～11時30分。
絵本の読み聞かせやわらべうた
など。対象は０～２歳児。
《読書会》５月 10 日、13 時 30
分～ 15 時 30 分。作品は江夏
美好著「針千本」。
《ブックカバー作り》５月 13
日（ 日 ）10 時 30 分 ～ 11 時
30 分と 14 時～ 15 時。対象は
小学生。先着各 20 人。フェル
トを持参。
　いずれも無料。申し込み不要。

西図書館（☎ 75・5406）

《おはなし会》５月５日（土＝
こどもの日）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。
《絵本をよんで、むしぱんをつ
くろう》５月 12 日（土）10
時 10 分～ 12 時と 14 時～ 15
時 50 分。講師は栗山真美子さ
ん。対象は小学生とその保護者。
先着各 15 人。参加費１人につ
き 300 円。申し込みは、４月
17 日（火）から電話か同館窓
口で。
《赤ちゃんおはなし会》５月
16 日（ 水 ）11 時 ～ 11 時 30
分。わらべうたや絵本の読み聞
かせ。対象は乳幼児とその家族。
無料。申し込み不要。
《おはなしのろうそく》５月
19 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。無料。申し込み不要。

文化事業団（☎ 64・0880）

　会場はいずれも総合文化会館。
《ファミリーミュージカル「か
いけつゾロリ～魔法使いの弟
子」》７月１日（日）14 時から。
全席指定。一般 2,000 円、中学
生以下 1,000 円、３歳未満無料。
４月 28 日（土）発売。
《歌舞伎鑑賞教室2012「応挙
の幽霊」》７月 16 日（月＝海
の日）13 時 30 分から。ワー
クショップ「歌舞伎の着付け・
化粧体験」も。全席指定。一般
2,500 円、学生 1,500 円。未就
学児は入場不可。５月 13 日（日）
発売。

　４月 29 日（日＝昭和の日）10
時～ 16 時、行永家住宅。池坊 
山中知昌社中による花展も。入
場無料。問社会教育課（☎ 66・
1073）

国重要文化財 行永家住宅
春の一般公開

　４月 16 日（月）～ 30 日（月＝
振替休日）10 時～ 16 時、サ
ロン「ぽーれぽーれ」（身障セ
ンター内）。手芸品約 30 点を展
示。入場無料。問同センター（☎
63・3008、ＦＡＸ 62・9546）

聴覚者協会舞鶴支部女性部
手芸展

フレアス舞鶴 無料相談

　夫婦関係や子育て、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》４月 19 日（木）と
26 日（木）。10 時～ 16 時。専
用電話（65・0056）へ。
《面接相談》５月９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、４月 25 日（水）～前日に
電話で人権啓発推進室（☎ 66・
1022）へ。

就職個別相談

　５月２日～ 30 日の水曜日、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。

府民無料法律相談

　４月 23 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、
４月 20 日（金）９時から電話
で同振興局（☎ 62・2500）へ。

卓球教室

　５月９日～６月 20 日の毎週
水曜日、東体育館。19 時～ 21
時。対象は市内在住か在勤の社
会人。定員 30 人（多数の場合
抽選）。参加費 3,000 円。申し
込みは、４月 30 日（月 = 振替
休日）までに教室名、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）

　４月 17 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

日曜献血を実施

こいのぼり寄贈のお願い

市長杯将棋大会

《可燃・不燃ごみについてのお願い》連休中は、清掃事務所およびリサイクルプラザへ
ごみを直接搬入する車両が増加するため、周辺が大変混み合います。ごみはできる限り
決められた収集日に地域の集積所へ出していただくようご協力をお願いします。
《し尿収集についてのお願い》連休中は、収集業者が休業します。収集を希望される場
合は早めに各業者へご連絡をお願いします。

可燃ごみ指定ごみ袋

ム遊びなど。講師は長崎優子さ
ん。対象は歩きはじめた乳児～
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、前
日までに電話で同館（☎ 77・
1212）へ。

　３月 17 日～ 26 日に
姉妹都市・ポーツマス
市（英国）を訪問して
いた青少年英語研修の
参加者が帰国。３月 29
日、報告のために市役
所を訪れました。
　参加した高校生９人
と中学生７人の 16 人がホームステイ先や英会話学校での
体験などを多々見市長に報告。
　「英語で会話することが楽しく感じた」「これまで以上に
英語が好きになった」「自分の考えを大切にし、言葉で伝え
る大切さを学んだ」「将来は通訳ができるようになって、い
ろいろな国で働きたい」など感想や抱負を述べました。報
告を受けた多々見市長は、「感謝の心を持ち続け、この経
験を生かして広い視野で将来の目標と夢を選択してくださ
い」と話しました。　           　《みなと振興・国際交流課》

面に記載）でも納付できます。
問同課（☎ 66・1026）

ひよこひろば

　５月 15 日（火）・23 日（水）・
29 日（火）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（第１子優先）とその保護者。
先着 15 組。無料。申し込みは、
４月 17 日（火）から電話で子
育て支援基幹センター（☎ 62・
0103）へ。

　市民の皆さんにより便利
に利用していただけるよ
う、４月から市政記念館と
まいづる智恵蔵の休館日を
廃止しました（年末年始を
除く）。問文化振興課（☎
66・1019）

市政記念館、
まいづる智恵蔵

４月から休館日を廃止

　４月 24 日から毎週火曜日、
西総合会館。13 時～ 13 時 50
分と 18 時 30 分～ 19 時 20 分。
ブルース、ジルバ、ワルツ、ル
ンバ、タンゴなど。５年間無料。
問舞鶴市ダンス連盟の安久井さ
ん（☎ 76・3533）

社交ダンス無料講習会

企業立地支援給付金を交付

日本野鳥の会の増田さん（☎
63・1542）

　雇用創出につながる事業拡大
に取り組む事業所は、電気料金
に対する国の支援給付金を受け
ることができます。主な交付要

人権講座の講師謝礼に助成

　身近にある人権について学ぶ
講座を実施する場合の講師謝礼
を助成（上限あり）。対象はおお
むね 10 人以上の団体。先着 15 
団体程度。申し込みは、所定の
用紙（社会教育課に備え付け）で。
問同課（☎ 66・1073）

浜は単身での入居も可）❖市税
を滞納していない❖連帯保証人
が１人必要。案内書は建築住宅
課と西支所庶務係で配布中。申
し込みは、４月 23 日（月）～
27 日（ 金 ） に 同 課（ ☎ 66・
1050）へ。

伐採する森林を募集
里山の保全へ

国際交流員・石鑫さんが離任ポーツマス市へ英語研修ポーツマス市へ英語研修ポーツマス市へ英語研修温かい善意ありがとうございました

件は、❖平成 23 年４月１日以
降の工場・事業所の新・増設に
より電気供給が開始か増加❖雇
用人数が３人以上増加❖電気料
金を完納。申し込みは、４月 19
日（木）までに電話で産業振興・
雇用対策課（☎ 66・1021）へ。

新着図書 歳時記

ごみ・し尿の収集に関するお問い合わせは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。


