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この前読んだ本の中に「寒い日の息が白くなるのは雲をつくってるの」という言葉があり、寒さの中にもやさしい温かさを感じました。まだまだ寒い日が続きますが風邪などひかないよう
に気を付けてください（R.T）。先日Ｖリーグを観戦し、全日本などで活躍する選手のプレーを見て気持ちが熱くなりました。熱い気持ちを持ってこの厳冬を乗り切りたいと思います（H.K）。編集室メモ

【施設の休館日】❖中央公民館…第４月曜日❖東・南・西・加佐公民館、大浦・城南会館…毎週月曜日❖東・西図書館…毎週月曜日と祝日（土・日曜日の場合は開館）、毎月末日（土・日・月曜日の場合は火曜日）❖田辺城資料館、郷土
資料館…毎週月曜日（祝日の場合はその翌々日）と祝日の翌日❖総合文化会館、市民会館、市政記念館、まいづる智恵蔵、陶芸館…毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）❖大庄屋上野家…毎週水曜日❖東・文化公園体育館…第３木曜日。

診療日 診療時間 当番病院（内科・外科）

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

 ５ 日（日） ９時から

11 日（土） ９時から
舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

12 日（日） ９時から

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

19 日（日） ９時から

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

26 日（日） ９時から

診療日 診療時間 当番病院

  ５日（日）

９時～ 18 時

※受け付けは
17 時 30 分まで

舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

11 日（土） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

12 日（日） 舞鶴共済病院（☎ 62・2510）

19 日（日） 舞鶴赤十字病院（☎ 75・4175）

26 日（日） 舞鶴医療センター（☎ 62・2680）

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

※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

▪後期高齢者医療保険料
　　　　　　８期分（２月 29 日）
▪国民健康保険料、介護保険料
　　　　　　９期分（２月 29 日）

納　　期

献　　血

❖６日（月）９時 30 分～ 12 時
30 分と 13 時 30 分～ 16 時、バ
ザールタウン舞鶴店❖ 10 日（金）
９時 30 分～ 13 時と 14 時～ 15

時 30 分、舞鶴グランドホテル❖
15 日（水）９時 30 分～ 12 時が
西総合会館、13 時 30 分～ 15 時
30 分が府漁連❖ 23 日（木）９
時 30 分～ 12 時が市役所、14 時
～ 16 時が舞鶴共済病院。いずれ
も 400㍉㍑献血のみ。骨髄バン
クドナー登録会も開催。

▪イズミテック㈱（☎ 76・
3451） ※ 19 時以降は市役所（☎
62・2300）か西支所（☎ 75・
2250）へ。

休日・夜間の水道修理

２ 月のカレンダー２ 月のカレンダー

教室・相談▶▶▶ ◀◀◀

予防接種▶▶▶ ◀◀◀

健康診査▶▶▶ ◀◀◀

【歯っぴースマイル教室（２歳
児むし歯予防教室）】９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３月 10 日
～８月 29 日生まれ）…先着
20 人❖２歳児（平成 21 年９
月 13 日～ 22 年２月 18 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、２日（木）から電話で。

【健やか育児相談】20 日（月）
９時 30 分～ 11 時。育児の悩み
や歯・食事の相談、身体計測な

ど。対象は乳幼児の保護者。無料。
申し込み不要。※風邪などが流
行しています。集団感染の予防
のため、当日は子どもの体温と
体調を確認してお越しください。

【離乳食教室】24 日（金）14 時
～ 16 時。離乳食の話と試食。対
象は６～９か月児の保護者。先着
15人。無料。対象児のみ託児あり。
申し込みは、２日から電話で。

【心の健康相談室】27 日（月）
11 時～ 15 時 45 分。子育ての
悩みや人間関係、仕事のストレス
などの相談にカウンセラーが応じ
る。先着３人。無料。申し込みは、
２日～ 24 日に電話で。

　会場名の記載がない催しは保健
センターで開催。申し込みは、特
に指定がない場合は同センター
へ。協力医療機関についてのお問
い合わせも同センターへ。

保健センター
☎ 65・0065

２月の
日程

【乳幼児】３か月・10 か月・１
歳６か月・３歳児健診…該当者
には通知。対象、日程は保健セ
ンターか市ホームページで。

【成人】▪個別検診＝市内の実
施医療機関　❖歯周疾患…２月
29 日（水）まで。対象は３月
31 日現在で 40・50・60・70 歳。
申し込みは、電話で同センター
へ。※実施期間が残りわずかと
なりました。早めの受診を。

　対象などは保健センターか市
ホームページで。転入や紛失な
どで予診票がない人は、同セン

ターへ連絡を。
▪個別接種＝市内の協力医療
機関　❖乳幼児（BCG、三種
混合１期、麻しん風しん混合

（MR）１期・２期、日本脳炎１期）
❖児童（三種混合２期、日本脳
炎２期）❖生徒（麻しん風しん
混合（MR）３期・４期）…い
ずれも該当者には通知。

　２月 28 日（火）９時 30 分～
11 時 30 分、中総合会館。骨密
度測定や栄養士・保健師の話など。
対象は 20 ～ 40 歳代の女性。先
着 30 人。無料。託児あり（予約
が必要）。申し込みは、２月２日

（木）～ 21 日（火）に電話で。

骨粗しょう症予防教室

　２月 19 日（日）13 時 30 分～
15 時、フレアス舞鶴。講師は四
日市大環境情報学部特任教授の
新田義孝さん。無料。託児あり（２
月 13 日（月）までに予約が必要）。
申し込み不要。問フレアス舞鶴（☎
65・0055、ＦＡＸ 62・0872）

《自転車再生教室》２月 21 日
（火）13 時～ 16 時。対象は初

めて参加する人。先着８人。参
加費 1,500 円（防犯登録料な
ど）。修理後は各自で持ち帰り。
申し込みは、２月７日（火）ま
でに電話で。

《再生品の展示・申し込み》２
月 29 日（水）までの平日と 19
日（日）８時 30 分～ 16 時 30 分。
115点を展示。購入の申し込みは、
同プラザに備え付けの用紙で（１
世帯１点。多数の場合抽選）。

　２月 12 日（日）、詩人の相田みつをさんの長男・
相田一人さん（相田みつを美術館長）による「人権
講演会」を開催します。無料。申し込み不要。
▪日時　２月 12 日、13 時 30 分～ 15 時
▪場所　中総合会館
▪内容　講演「つまづいたっていいじゃないか にん
げんだもの～父・相田みつをの書と言葉～」
▪問い合わせ先　社会教育課（☎ 66・1073）

　 ２ 月 19 日（ 日 ）13 時 30
分～ 15 時 30 分、身障センタ
ー。フルートの演奏会や意見
交換など。対象は市内在住の
透析患者とその家族など。先
着 15 人。 参 加 費 150 円。 申
し込みは、２月 17 日（金）ま
でに電話かファクス、電子メー
ル（m-himawari@juno.ocn.
ne.jp）で同センター（☎ 63・
3008、ＦＡＸ 62・9546）へ。

❖東消防署・防災センター（☎
65・0119）…２月 19 日（日）
９時～ 12 時❖西消防署（☎ 77・
0119）…２月 24 日（金）18 時
～ 21 時。いずれも先着 30 人。
無料。申し込みは、実施日の１週
間前までに電話で各消防署へ。

　３月３日（土）13 時 30 分～
15 時 30 分、西公民館。プリ
ザーブドフラワーにワイヤー処
理などを施して壮美品にアレン
ジする。講師は Saki フラワー
スタジオの崎山文子さん。先着
20 人。参加費 3,500 円。申し
込みは、２月 18 日（土）まで
に電話で同館（☎ 75・6501）へ。

　２月 26 日（日）13 時 30 分
～ 15 時 30 分、フレアス舞鶴。
上野孝司・㈱京都新聞社滋賀本
社代表による講演「メディアか
らの気になる情報“ウラ・オ
モテ″」。先着 50 人。無料。託
児あり（予約が必要）。申し込
みは、２月２日（木）～ 24 日

（金）に電話かファクスでフレア
ス舞鶴（☎ 65・0055、ＦＡＸ 62・
0872）へ。

　２月９日（木）10 時～ 11 時
30 分 と 14 時 ～ 15 時 30 分、
総合文化会館。伊藤悦子・京都
教育大教授による講演「婚活時
代の結婚差別」。無料。申し込み
不要。要約筆記・磁気ループ・
手話通訳あり。託児あり（予約
が必要）。まいづる人権啓発市民
会議との共催。問人権啓発推進
室（☎ 66・1022）

《よちよちパーク》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。14 店
が出店。

《水彩画を楽しもう》２月 22
日（水）10 時 30 分から地域
子育て支援センターよちよち広
場。講師は福尾佳公子さん。対
象は子育て中の母親。先着８人。
参加費 200 円（初めての人の
み）。申し込みは、２月２日（木）
９時から電話で。

　２月 26 日（日）と３月 11 日
（日）10 時～ 11 時 30 分、中総
合会館。積み木や木の玉プール
を使った遊び、父親同士の交流
など。対象は４か月～３歳未満
児とその父親。先着15組。無料。
申し込みは、２月２日（木）か
ら電話で子育て支援基幹センタ
ー（☎ 62・0103）へ。

講演会「エネルギーと人間」

人
権
講
演
会
を
開
催

文化財保護委員決まる

人工透析者交流会

応急手当普通救命講習

プリザーブドフラワー教室

メディア・リテラシー講座

人権啓発研修会

パパと子どものひろば

地域子育て支援センター
よちよち広場（☎ 63・4821）

　乳がんは、日本人女性の 16 人に１人がかかると
いわれ、死亡数も増加しています。ただし、早期に
発見・治療すると、９割以上の人が治るといわれて
います。市では次のとおり乳がん検診を実施中。実
施期間が残りわずかとなりました。早めの受診を。
▪対象　昭和 47 年３月 31 日以前生まれの女性（２
年に１度の受診のため、22 年度に受診した人は受診
できません）
▪実施期間　２月 29 日（水）まで
▪場所　市内の実施医療機関
▪内容　視触診、マンモグラフィ検査
▪料金　1,500 円
▪申し込み方法　電話で保健センターへ。期間中は
実施医療機関での直接受診（要予約）も可。

　現在、インフルエンザが
流行しています。インフル
エンザは、急に 38 度以上
の高い発熱や頭痛、筋肉痛、
寒気など全身に症状が強く
現れます。また、免疫力が
低下していると肺炎を併発
し重症化する可能性もあり
ます。
　日頃から手洗いやうがい
などを徹底し、咳エチケッ
ト（※）を心掛け感染予防
に努めましょう。

【かからないために】❖小ま
めにうがいをし、石鹸でしっ
かり手を洗う❖バランスの良
い食事と十分な睡眠をとる❖
不要不急の外出を控える
※咳エチケット…熱や咳、く
しゃみなどの症状があるとき
はマスクを着用しましょう。
咳やくしゃみが出そうでマス
クが無いときは、ハンカチや
ティッシュペーパーなどで口
と鼻を覆い、他の人から顔を
そむけましょう。

インフルエンザ警報発令中
～かからないために予防の徹底を～

リサイクルプラザ
（☎ 64・7222）

《相続登記法律相談》２日（木）
13 時 30 分～ 16 時 30 分、西総
合会館。司法書士が応じる。予約
不要。

《司法書士相談》２日、13 時 30
分～ 16 時 30 分、市役所本館。
登記・相続・成年後見・多重債務
など。予約不要。

《巡回市民・行政相談》14 日（火）
13 時 30 分～ 15 時 30 分、東公
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》17 日（金）13
時から西総合会館。弁護士が応
じる。定員 11 人（多数の場合抽
選）。申し込みは、15 日（水）８
時 30 分～ 12 時に電話で。

《公証相談》21 日（火）13 時
30 分～ 16 時、市役所本館。遺
言や契約書の作成など。予約不要。

２月の市民無料相談
（市民相談課、☎ 66・1006）

　２月 20 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、
２月 17 日（金）９時から電話
で同振興局（☎ 62・2500）へ。

高齢者とその家族。先着２人。
無料。申し込みは、２月９日（木）
までに電話で高齢・障害福祉課

（☎ 66・1012）へ。

　２月 13 日（月）と 27 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）

　２月 24 日（金）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、２月 17 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。

　２月 16 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

　２月７日（火）13 時～ 15
時、身障センター。整形外科や
補装具の相談など。印鑑と身体
障害者手帳（持っている人の
み）を持参。無料。申し込みは、
前日までに電話かファクスで高
齢・障害福祉課（☎ 66・1033、 
ＦＡＸ 62・7957）か西支所保健福
祉 係（ ☎ 77・2253、 ＦＡＸ 77・
1800）へ。

　対象は市内在住か在勤の女性。
《電話相談》２月２日（木）と９
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》２月 15 日（水）
11 時～ 16 時。就職や起業、グ
ループ活動などの相談にキャリア
コンサルタントが応じる。先着４
人。託児あり。申し込みは、前日
までに電話で人権啓発推進室（☎
66・1022）へ。

《心とからだの相談》２月 28 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、２月 14 日（火）
～前日に電話で同室へ。

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

巡回更生相談

フレアス舞鶴の無料相談

祝日のごみ収集

介護用品の購入券を支給

小学校入学通知書を送付

　２月 11 日（土＝建国記念の日）
は燃える（可燃）ごみの収集を休
みます。ご協力をお願いします。
問生活環境課（☎ 66・1005）

　市民税非課税世帯で、介護保険
制度の要介護認定４か５に該当
する 65 歳以上の高齢者を在宅で
介護している家族に、介護用品の
購入券（20,000 円分）を支給。
対象者には２月上旬に申請書を
送付。２月６日（月）～ 17 日（金）
に高齢・障害福祉課へ申請してく
ださい（昨年８月に支給を受けて
いる対象者は申請不要）。平成 23
年４月以降、世帯構成や世帯員の
市民税課税状況に変更があった
場合は、同課へ連絡を。問同課（☎
66・1018）

　今年４月に小学校へ入学する
児童（平成 17 年４月２日～ 18

年４月１日生まれ）の入学通知
書を保護者あてに送付しました。
届いていない人は学校教育課（☎
66・1072）へ連絡を。

　３月５日（月）13 時 30 分～
15 時 30 分、フレアス舞鶴。身
近なＤＶ（ドメスティック・バイ
オレンス）被害者に対する支援の
あり方や心身回復へのサポートに
ついて学ぶ。講師はウィメンズカ
ウンセリング京都の福岡ともみさ
んと友杉明日香さん。定員 20 人
程度。無料。託児あり（２月 27
日（月）までに予約が必要）。申
し込みは、前日までに電話かファ
クスで府男女共同参画センター 
らら京都（☎ 075・692・3433、
ＦＡＸ 075・692・3436）へ。

ＤＶ被害者への
支援を学ぶ講座

　３月３日（土）、高校時代に陸上でインター
ハイ（全国高等学校総合体育大会）に出場され、
現在はテレビやラジオなどで活躍されているタ
レントの森脇健児さんによる「市民スポーツ講
演会」を開催。無料。申し込み不要。
▪日時　３月３日、13時～14時30分
▪場所　中総合会館
▪内容　講演「～未来の自分を信じて～スポーツとこころの力」
▪問い合わせ先　市スポーツ協会（スポーツ振興課内、☎ 77・
2006）

▲森脇健児さん

▪統計功績者　田中隆さん
（74 歳、伊佐津）、日高康さ
ん（59 歳、十倉）。平成 22
年国勢調査統計調査員とし
ての実績が評価されました。

総務大臣表彰を受賞
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いちご摘み体験学習

おもしろピンホールの世界

航路標識測定船
「つしま」一般公開

 ろうけつ染め講座
受講生作品展

 看護師のための
再チャレンジ講座

　４月末まで（火曜日は休み）、
ふるるファーム。10 時からと
13 時から。ふるさと舞鶴あぐり
ブランド推奨品「舞鶴いちご 章
姫」の育成についての学習や試
食、摘み取り（１パックを持ち
帰り、ただし小学生以上）など。
参加費 1,500 円（小学生 1,300
円、３歳以上 800 円）。申し込
みは、電話でふるるファーム（☎
68・0233）へ。

　２月８日（水）18 時 30 分か
ら商工観光センター。片田敏孝・ 
群馬大大学院教授による講演

「想定外を生き抜く力～大津波
から生き抜いた釜石の子ども
たち、その防災教育を学ぶ～」。
無料。申し込み不要。問舞鶴み
なとライオンズクラブ（☎ 75・
1117）

　２月２日（木）～ 26 日（日）
10 時～ 16 時、大庄屋上野家。
手づくりピンホールカメラと写

真約 10 点を展示。入場無料。
問大庄屋上野家（☎ 83・1300）

　２月 11 日（土＝建国記念の
日）12 時 30 分～ 15 時 30 分、
京都舞鶴港西港第３ふ頭。無料。
申し込み不要。問第八管区海上
保安本部企画課（☎ 76・4100）

　２月 28 日（火）13 時 30 分
～ 16 時 30 分 と 29 日（ 水 ）
10 時～ 15 時、舞鶴医療セン
ター。褥

じょくそう

瘡（床ずれ）の予防・
ケアや感染防止などについての
講義や実技。対象は看護師免許
を持っているが実務に従事して
いない人など。無料。申し込み
は、２月 20 日（月）17 時ま
でに電話で同センター（☎ 62・
2680）へ。

　２月４日（土）～ 12 日（日）
９時～ 17 時、まいづる智恵蔵。
受講生の作品約 20 点と講師の
染色家・岡田明彦さんの作品を
展示。入場無料。問智恵蔵（☎
66・1035）

　１月 17 日付けで、文化財
の指定にかかる審議や保存・
活用について意見をいただ
く文化財保護委員に次の 12
人を委嘱。また、１月 19
日に開催した文化財保護委
員会で山内羔児氏を会長に
選出しました。任期は２年。

（　）内は専門分野。敬称略
（50 音順）。    《社会教育課》

【会長】山内羔児（文化財全般）
【委員】❖網谷克彦（考古学）
❖荒木邦雄（動植物・化石）
❖瓜生勝朗（植物）❖加藤晃（歴
史全般）❖小西とも子（歴史・
民俗）❖小室智子（歴史全般）
❖髙橋聰子（中・近世史）❖
並木誠士（美術工芸）❖日向
進（建造物）❖廣瀬邦彦（中・
近世史）❖松尾眞弘（仏教文
化）

釜石の奇跡

　１月17日、「防災とボランテ
ィア週間」（１月15日～21日）
に合わせ、市役所で大地震に備
えた防災訓練を実施しました。
　訓練は、府北部を震源に舞鶴
市で震度６強を観測する地震が
発生し、津波注意報が発表され
るとともに、高浜原子力発電所
の原子炉がすべて自動停止した
との想定。市役所近辺に居住す

情報を収集する特定職員（左）、
救急患者の搬送訓練（上）

る特定職員が参集し、市内の被害状況の情報収集を行うなど初動体制を確認しました。
　また、京都舞鶴港西港第３ふ頭では、東日本大震災を教訓に、海上自衛隊や陸上自衛
隊、海上保安庁、府、市などが参加し、ヘリコプターや救急車を使った救急患者の搬送
や輸送艦を使った救援物資の輸送などの災害派遣等運用訓練を行いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《危機管理・防災課》

特別弔慰金の請求を

シベリア抑留者 特別給付金

　戦没者などの遺族に支給され
る特別弔慰金の請求締め切りが
４月２日（月）に迫りました。請
求がまだの人は早めの請求を。対
象は公務扶助料や戦没者遺族年
金などを受けていた人（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
や兄弟姉妹など）のうち１人（優
先順位あり）。支給額 24 万円（年
４万円で６年間）。問地域福祉推
進課（☎ 66・1011）、西支所保
健福祉係（☎ 77・2253）

　戦後強制抑留者に対し、国か
ら給付される特別給付金の請求
締め切りが３月 31 日（土）に
迫りました。請求がまだの人は
早めの請求を。対象は旧ソ連ま
たはモンゴルに強制抑留され
た人で平成 22 年６月 16 日現
在、日本国籍を有する人。問平
和祈念事業特別基金（☎ 03・
5860・2748）、地域福祉推進課

（☎ 66・1011）
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　「都市計画法」の規定によ
り、用途地域の変更案につい
て縦覧を実施します。縦覧期
間は２月 15 日（水）まで。
場所は都市計画課や情報公開
コーナー、西支所、加佐分室、
西駅交流センター、中央・南
公民館。期間中は意見書を提
出できます。変更箇所や変更
内容などは次のとおり。

▪変更箇所　倉谷 1350-10
番地ほか約３㌶（周辺の道路
含む）
▪変更内容　工業地域から第
１種住居地域に変更
▪変更理由　国道 27 号西舞
鶴道路の整備などの公共事業
の実施に伴う代替地や市民病
院の立地などに関わる土地利
用、周辺の住環境の保全を図
るため。
問同課（☎66・1048）

都市計画の変更に係る
案の縦覧を実施


