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新着図書

保健センターから
☎ 65・0065

【東図書館】〈一般書〉星月夜／伊集院静。極北ラプソディ／海堂尊。銀婚式／篠田節子。写真の裏の真実／岸本達也。きものをあそぶ／やまもとゆみ。ケンタロウのないならないで あったらあったで／ケンタロウ。〈児童書〉あかいぼうしのゆうびんやさん／ルース・エインズワース。
【西図書館】〈一般書〉冬姫／葉室麟。くちびるに歌を／中田永一。だれかの木琴／井上荒野。西行と清盛／五味文彦。京都洋館ウオッチング／井上章一。毎日食べたい鍋のルール。〈児童書〉ねむれないふくろう オルガ／ルイス・スロボドキン。高校生、災害と向き合う／諏訪清二。

《水彩画を楽しもう》１月 26 日
（木）10 時 30 分から地域子育
支援センターよちよち広場。講
師は福尾佳公子さん。対象は子
育て中の保護者。先着８人。参
加費 200 円（初めての人のみ）。

《よちよちパーク出展者募集》
２月 10 日（金）10 時 15 分～
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。
先着 14 店。出店無料。
　いずれも申し込みは、１月 17
日（火）９時から電話で。

　２月７日（火）と８日（水）
10 時 30 分～ 11 時 30 分、地域
子育て支援センターさるなぁと。
お茶の作法を学ぶ。対象は就学
前の子どもを持つ保護者。先着
各 10 組。参加費１組 200 円（託
児代が別途必要）申し込みは、
１月 17 日（火）から電話で同セ
ンター（☎ 76・8333）へ。

　２月 25 日（土）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、西公民館。講
師は陶芸家の服部克哉さん。対
象は子育て中の母親。先着 20
人。参加費 1,000 円。託児あ
り。申し込みは、２月４日（土）
ま で に 電 話 で 同 館（ ☎ 75・
6501）へ。

　１月 24 日（火）14 時から
市役所別館。問教育総務課（☎
66・1070）

　１月 23 日（月）13 時から議
員協議会室。問管財契約課（☎
66・1045）

　１月 24 日（火）14 時から西
駅交流センター。問都市計画課

（☎ 66・1048）

　１月 19 日（木）～２月９日（木）
９時～ 16 時（土曜日は 12 時ま
で。日曜日は休園）、文庫山学園。
同園のサークルによる書・絵画・
手芸・写真などの作品を展示。入
場無料。問同園（☎ 64・4060）

　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》１月 19 日（木）
と 26 日（木）10 時～ 16 時。
専用電話（65・0056）へ。

《面接相談》２月８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、１月 25 日（水）～前日に
電話で人権啓発推進室（☎ 66・
1022）へ。

　２月１日（水）10 時～ 13 時、
市役所本館。遺言や官公署への
提出書類、契約書の作成、会社
の設立など。予約不要。問市民
相談課（☎ 66・1006）

　２月８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、２月
３日 ( 金 ) までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　戦没者遺族の恩給や年金・弔慰
金などの受給、生活上の困りごと

などの相談に国から委嘱を受け
た相談員が応じる。相談員は次の
とおり。❖東・中・大浦地区…
坪倉大作さん（☎ 62・6471）❖西・
加佐地区…南房夫さん（☎ 75・
0402）

　２月１日を調査期日に、国内
全ての事業所や企業の実態を明
らかにするため、平成 24 年経
済センサス－活動調査を実施。
調査員証を携帯した調査員が調
査票の記入のお願いに伺います。
ご協力をお願いします。問総務
課（☎ 66・1044）

❖西総合会館…２月１日（水）
～３日（金）❖商工観光センタ
ー…２月８日（水）～ 10 日（金）。
いずれも時間は９時 30 分～ 12
時と 13 時～ 16 時。問舞鶴税務
署（☎ 75・0801）

　固定資産税は、土地や家屋の
ほかに償却資産（事業用資産）
も課税の対象です。償却資産を
所有している事業者は、１月 31
日（火）までに税務課へ申告書
を提出してください。期限直前
になると窓口が大変混み合いま
すので、１月 20 日（金）まで
の申告にご協力をお願いします。
問税務課（☎ 66・1027）

　皆さんのご理解とご協力によ
り、新潟県豪雨災害義援金は
10,484 円、台風 12 号三重県災
害義援金は 1,195 円が集まりま
した。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。

《受付期間を延長》和歌山県台風
12 号災害義援金の受付期間を３
月 30 日（金）まで延長します。
引き続きご協力をお願いします。
問地域福祉推進課（日本赤十字社
舞鶴市地区、☎ 66・1011）

　遺跡台帳を作成するため、市
内の遺跡（古墳・山城・集落跡
など）の分布調査を１月 16 日

（月）～３月 31 日（土）に実施
します。調査の際、山野などに
入り地形観察や土器の採集など
を実施しますのでご理解とご協
力をお願いします。問社会教育
課（☎ 66・1073）

　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）

　神社や寺院、地域に伝わる貴重
な文化資料・伝統行事を保存・保
全していくための補助金を受け
ることができます。対象は、❖江
戸時代以前に建てられた神社・寺
院の建物修理❖室町時代以前の
仏像、明治時代以前の仏画・ふす
ま絵など美術工芸品の補修、保全
に必要な収蔵庫の整備❖太鼓、屋
台など民俗文化資料の修理や衣
装の購入など。事前に相談が必要。
２月 10 日（金）までに社会教育
課（☎ 66・1073）へ。

　海上保安庁では、海上での事件・
事故の緊急通報用電話番号「118
番」を運用し、平成 23 年から毎
年１月 18 日を「118 番の日」と
定めています。電話は近くの海上
保安本部または海上保安庁本庁に
つながります。海で事件・事故に
遭遇したとき、または目撃したと

きは「118 番」で「いつ、どこで、
何があった」などを簡潔に落ち着
いて通報してください。問第八管
区海上保安本部（☎ 76・4100）

❖予備自衛官補（一般）…18
歳～ 33 歳。❖予備自衛官補（技
能）…18 歳以上（資格により
53 歳～ 54 歳）で衛生、語学、
整備、情報処理、通信、電気、
建設の区分に応じた国家資格な
どを有する人（いずれも年齢は
平成 24 年７月１日現在）。試験
は４月 13 日（金）～ 16 日（月）
の指定する１日。申込期限は４
月４日（水）。問自衛隊舞鶴地域
事務所（☎ 63・3272） 　登記事項証明書はインター

ネットの「登記・供託オンラ
イ ン 申 請 シ ス テ ム 」（http://
www.touki-kyoutaku-net.moj.
go.jp/）を利用して請求するこ
とができます。また、同システ
ムで請求すると料金が窓口交付
１通 550 円、郵送 570 円（通
常は 700 円）で発行できます。
ぜひご利用ください。問法務局
舞鶴支局（☎ 76・0858）

　２月１日～ 29 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。

　２月８日（水）13 時～ 15 時、
中総合会館。「ケアマネジャーさ
んとうまく付き合おう」をテー
マに小春日和居宅介護支援事業
所の松味喜久代さんによる学習
会と交流会。対象は認知症の人
がいる家族。入場無料。申し込
みは、電話で高齢・障害福祉課（☎
66・1012）へ。

　２月４日（土）と５日（日）
９時 30 分～ 16 時 30 分、総合
文化会館。市内の園児・児童・
生徒が書いた絵画や作製した立
体作品など約 700 点を展示。入
場無料。問学校教育課（☎ 66・
1072）

　１月 29 日（日）13 時～ 15
時 30 分、市政記念館。㈲キッ
ズいわき代表の岩城敏之さんに
よる講演「笑って学ぶ子育ての
コツ～ケンカやトラブルはこわ
くない みんなで育む未来の人材
～」や吉原子育て支援協議会と
舞鶴東地区更生保護女性会の活
動報告。入場無料。申し込み不
要（託児は１月 20 日（金）ま
でに予約が必要）。問舞鶴子ども
育成支援協会事務局（子ども支
援課内、☎ 66・2004）

《おはなし会》２月１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》２月９日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品は向田
邦子著「隣りの女」。

《おはなしのろうそく》２月 18
日（土）。小学生…10 時 30 分
～ 11 時、４歳以上…11 時５分
～ 11 時 30 分。ろうそくをとも
した部屋でのストーリーテリン
グや絵本の読み聞かせ。
　いずれも無料。申し込み不要。

《おはなし会》２月４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。

《バズーカ砲を作ろう》２月 11
日（土＝建国記念の日）10 時
30 分～ 11 時 30 分。対象は小
学生。先着 15 人。

《赤ちゃんおはなし会》２月 15
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。
　いずれも無料。申し込み不要。

　会場はいずれも総合文化会館。
《実践ステージクリエーター養
成講座発表公演「MY ヅル青
春なう」》２月５日（日）15 時
から。同講座修了生・舞鶴ボン
バーズによる公演。全席自由。
入場無料。

《ミュージックフェスティバル 
2012 ～とどけ この音 東北へ
～》３月 11 日（日）13 時から。
市内で活動中の 10 団体が出演。
全席自由。500 円（中学生以下
無料）。１月 17 日（火）発売。

《ワンダフル舞鶴写真展 作品募
集》３月 16 日（金）～ 18 日

（日）に開催。舞鶴の素晴らしい
自然景観や伝統行事などの写真
を募集。市内で撮影したものに
限る。カラーか白黒で四つ切（ワ
イド可）か半切の単写真。額装
かプリントで１人３点以内。出
品無料。作品は、１月 25 日（水）
～ 31 日（火）に同館か市民会
館へ持参。郵送（〒 625-0036 
市内字浜 2021) も可。

《コミュニティ作品展 出展者
募集》５月 26 日・27 日、７
月７日・８日、９月１日・２日、
12 月８日・９日の土・日曜日
に開催。先着各２組。申し込み
は、開催日の２か月前までに。

《コミュニティコンサート 出
演者募集》５月27日、７月８日、
９月２日、12 月９日の日曜日
に開催。先着各４組。申し込み
は、開催日の２か月前までに。

　２月１日（水）13 時 30 分～
15時、商工観光センター。岸博幸・
慶應義塾大大学院教授による講
演「2012 年 日本経済のゆくえ」。
先着 330 人。無料。商工会議所
との共催。申し込みは、所定の
用紙（同会議所などに備え付け）
に必要事項を記入し、郵送（〒
625-0036 市内字浜 66）かファ
クス、同会議所窓口へ持参。ホー
ムページ（http://www.kyo.or.jp/
maizuru/）からも可。問同会議所

（☎ 62・4600、ＦＡＸ 62・4933）

　市場、加津良、長浜（各２戸）、
荒田、城北、寿山、福来（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（福来は４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（市場は単
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１月 30 日（月）
から建築住宅課と西支所庶務係
で配布。申し込みは、２月６日

（月）～ 10 日（金）に同課（☎
66・1050）へ。

　２月 11 日（土＝建国記念の
日）13 時 30 分～ 16 時、中央
公民館。講師は高橋かおりさん。
対象は小学５・６年生と中学生。
先着 15 人。参加費 700 円。申
し込みは、１月 30 日（月）ま
でに電話かファクスで同館（☎
62・0400、ＦＡＸ 62・0442）へ。

　１月 27 日（金）18 時～ 19
時 30 分、赤れんが博物館。テー
マは「海底ケーブルの話―幕末動
乱から日露戦争にいたる隠れた主
役」。展示している国産最古の長
崎こんにゃくれんが（国際海底電
線小ヶ倉陸揚庫（長崎県）など）
を見ながら解説。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。

❖城南会館（☎ 78・1800）…
２月１日（水）❖中央公民館（☎
62・0400）…２月８日（水）。
いずれも 13 時～ 14 時 30 分。
太極拳に球技を取り入れたニュー
スポーツの体験。講師は日本太極
柔力球連盟公認講師の井上節子さ
ん。無料。申し込みは、１月 28
日（土）までに電話で各会場へ。

　２月８日（水）９時 30 分～
11 時 30 分、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。

（１月 16 日～２月 15 日）❖１月 17 日…防災とボランティアの日❖１月 21 日…大寒❖１月
26 日…文化財防火デー❖２月３日…節分❖２月４日…立春❖２月 11 日…建国記念の日。歳時記

　１月 26 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２月 11 日～ 21
年８月 10 日生まれ…先着 20
人。❖２歳児（平成 21 年８
月 31 日～ 22 年１月 24 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、１月 17 日（火）
から電話で。

まち
話題
の
★★★

　市では、森林所有者が行
う伐採や造林などの森林施
業に関する指針などを定め
た「舞鶴市森林整備計画」（計
画期間：平成 23 ～ 32 年度）
を策定し、適切な森林整備
の推進に取り組んでいます。
　このたび、国の「全国森
林計画」と府の「由良川地
域森林計画」の変更に伴い、
一部を変更する計画（案）
を作成。皆さんからの意見
を募集します。
▪主な変更の内容　❖伐採
の中止、造林命令の基準を
明示❖機能に応じて、森林
の区域を明らかにし、箇所
ごとに森林施業の方法を設
定❖作業路網の密度の水準
や作業システムの考え方を
記載❖委託を受けて行う森
林の施業または経営の実施
の促進を明示❖森林病害虫

の駆除や予防、林野火災の
予防について記載
▪提出方法　様式は自由。
住所、氏名、電話番号を記
入し、「舞鶴市森林整備計画

（案）への意見」と明記し、
郵送か持参、ファクス、電
子メールで農林課へ。匿名、
電話、口頭での意見は受け
付けません。
▪募集期間　１月 31 日（火）
～３月 5 日（月）
▪計画（案）の公表場所　同
課、情報公開コーナーで閲覧
可。市ホームページにも掲載。
▪提出された意見の取り扱い
　提出された意見を考慮し
て府と協議し最終案を作成。
また、意見の概要を公表し
ます（氏名などは公表しま
せん）。
　詳しくは、同課（☎ 66・
1023、ＦＡＸ 62・9891）へ。

　２月 24 日（金）～３月４日（日）
にまいづる智恵蔵で開催するひな
祭り雛人形展にあわせ、家庭にあ
る雛人形を募集。申し込みは、１
月 17 日（火）～２月 19 日（日）
に所定の用紙（智恵蔵などに備え
付け）で。応募多数の場合抽選。
搬入は２月 22 日（水）と 23 日

（木）、搬出は３月６日（火）と７
日（水）の９時～ 17 時。問智恵
蔵（☎ 66・1035）

「雛
ひ な

人形展」人形募集

　２月 18 日（土）13 時 30 分～
16時、中総合会館。❖大人の部…・
生活支援センターポップコーンの
田中愛子さんと中原士朗さんによ
る講演「福知山における放課後
支援の取組」や交流会。先着 60
人。参加費 300 円❖子どもの部
…歌や絵本の読み聞かせ、ミニコ
ンサートなど。無料。当日のボラ
ンティアも募集。申し込みは、２
月４日（土）までに電話かファ
クス、電子メール（e.ym.toku@
docomo.ne.jp）でまいづる障害
児者子育てねっとわーくの池田さ
ん（☎・ＦＡＸ 76・5895）へ。

まいづる障害児者子育て
ねっとわーく冬の集い

　１月 29 日（日）10 時 30 分
～ 15 時、大庄屋上野家。村の
力自慢が集まって年代別で競
う。特製ちゃんこ鍋の販売も。
参 加 費 500 円（ 小 学 生 以 下
300 円）。申し込みは、１月 26
日（木）までに電話で大庄屋上
野家（☎ 83・1300）へ。

村相撲大会・新春場所

　２月 11 日（土＝建国記念の日）
16 時～ 20 時 30 分、ベイサイ
ドプレイス M's deli（舞鶴親海公
園内）。お笑いタレントの司会に
よる食事会やいちご大福作りなど

（プレゼント付き）。対象は 25 ～
50 歳の独身の男女。先着各 15
人。参加費男性 5,000 円、女性
3,000 円。主催は大浦住民福祉委
員会。申し込みは、１月31日（火）
までに氏名、年齢、性別、電話番号、
携帯電話のメールアドレスを電話
かファクスで舞鶴ふるるファーム

（☎ 68・0233、ＦＡＸ 68・0700）へ。

カップリングパーティー

　２月５日（日）14 時～ 16 時、
市政記念館。三味線漫談家の内海
英華さん、福知山市出身の落語家
桂三扇さん、桂ぽんぽ娘さんによ
る落語会「今こそ！笑いで元気講
座『おっとどっこい 女もよぉや
るでぇ～』」。対象は舞鶴市・綾部
市・福知山市に在住か在勤の人。
先着 100 人。入場料 1,000 円。
託児あり（予約が必要）。申し込
みは、電話で PAU ネットの大川
さん（☎ 64・4357）へ。

新春初笑い
 上方の女３人落語会

　２月３日（金）と 10 日（金）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、中
総合会館。筒井のり子・龍谷大
社会学部地域福祉学科教授によ
る講演「ふれあいサロンで地域
が変わる！」のほか、実践に向
けての流れやレクリエーション
の技術を学ぶ。実践発表も。先
着 50 人。無料。申し込みは、
１月 27 日（金）までに住所、
氏名、電話番号を電話かファク
スで社会福祉協議会（☎ 62・
7044、ＦＡＸ 62・7039）へ。

地域ふれあいサロン
ボランティア講座

歯っぴースマイル教室
（２歳児むし歯予防教室）

　１月 26 日～２月 23 日の
木曜日に暮らしに役立つさま
ざまな情報を提供する「舞鶴
消費生活講座」を開催。今回
は、省エネや悪質商法対策に
関する講座など全５講座を用
意しました。無料。府との共
催。日程と講座内容は下表の
とおり。

▪場所　市政記念館
▪定員　先着各80 人
▪申し込み方法　住所、氏名、
年齢、性別、電話番号、希望
の講座番号をはがきか電話、
ファクス、電子メールで市民
相談課へ。
▪問い合わせ先　同課（☎
66・1006、ＦＡＸ63・9232）

【 日程と講座内容 】
講座番号 日程 講座内容

① １月26日
（木）

製品事故の実態
～日常生活に潜む危険～
講師：（独）製品評価技術基盤機構（NITE）

② ２月２日
（木）

楽しく食べて、健康に！
～医食同源～
講師：キユーピー㈱研究所

③ ２月９日
（木）

省エネでeco上手
～節電で電力危機を乗り切る！～
講師：府地球温暖化防止活動推進センター

④ ２月16日
（木）

自然災害と損害保険
～地震・津波・台風…天災に備える！～
講師：㈳日本損害保険協会

⑤ ２月23日
（木）

寸劇「おいしい話にご用心」
～あなたを狙う悪質商法～
講師：舞鶴生活学校、府舞鶴警察署

消費生活講座を開催

★ 

時
間
は
い
ず
れ
も
13
時
30
分
～
15
時
30
分 

★

森林整備計画を一部変更
～皆さんのご意見を～

住宅改良資金融資制度

登記事項証明書
請求はオンラインで

温かい善意をありがとう

経済センサス － 活動調査

年金・給与所得者の還付申告

遺跡分布調査にご協力を

文化財の保存に補助金

償却資産の申告はお早めに

海のもしもは「118 番」

市営住宅入居者

バレンタインお菓子づくり教室

就職力アップセミナー

新春経済講演会

太極柔力球体験会

赤煉
れ ん が

瓦談義

m
ま ま

ama の陶芸教室

お抹茶を頂きましょう

地域子育て支援センター
よちよち広場（☎ 63・4821）

都市再生整備計画
事後評価委員会

入札監視委員会

定例教育委員会

教育美術展覧会

認知症介護家族交流会

文化事業団（☎ 64・0880）

文庫山学園 新春作品展

戦没者遺族相談

高齢者・障害者権利擁護相談

就職個別相談

行政書士無料相談

フレアス舞鶴の無料相談

子育て講演会

東図書館（☎ 62・0190）

西図書館（☎ 75・5406）

自衛官を募集

仲買人が次々に競り落とす（左＝
府漁連舞鶴市場、上＝市公設地
方卸売市場）。

　１月５日、府漁連舞鶴市場
と市公設地方卸売市場で初競
りが行われました。漁連市場
ではブリ、ツバス、サワラな
どの魚介類約 130㌧が水揚げ
され、公設市場ではイチゴ、
ダイコン、シイタケなどの青
果物約 146㌔が並び、仲買人
の威勢の良い声で旬な食材が
次々と競り落とされました。

　市では、市民の皆さんの健康と安全、地域経済
に影響を及ぼさないことを基本に、12 月 19 日
から冬季の節電対策に取り組んでいます。
　市役所庁舎では、ウオームビズの実施と併せ室
温を 17℃に設定したほか、照明の間引き点灯や
OA 機器の省電力設定などの実施により、12 月
の平日（９時～ 21 時、７日間）における取り組
みの実績は、前年同月の使用最大電力を基準とし
て 19％抑制することができ、目標の 10％を上回
る結果になったほか、総使用電力量についても前
年同期比で 18％の削減となりました。
　市では引き続き、庁内関係の消費電力量の削減
と機械設備などの稼働時間の平準化に取り組むこ
とにより節電に努めます。
　詳しくは、企画政策課（☎ 66・1042）へ。

使
用
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大
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力  

19
％
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制

市
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所
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12 月
実績 漁連、公設市場で初競り

威勢の良い声 活気呼ぶ


