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新着図書

保健センターから
☎ 65・0065

歯っぴースマイル教室
（２歳児むし歯予防教室）

【東図書館】〈一般書〉まちがい／辻仁成。刺客大名／森村誠一。フィデリティ・ダヴの大仕事／ロイ・ヴィカーズ。変死体 上・下／パトリシア・コーンウェル。Dear KAZU ／三浦知良。源平興亡三百年／中丸満〈児童書〉津波！！稲むらの火 その後／高村忠範。地球をほる／川端誠。ハックションあれッ？？／デブ・ラッキ。
【西図書館】〈一般書〉傷痕／桜庭一樹。親鸞 激動編 上・下／五木寛之。金魚のひらひら／中野翠。だれでも炒めもの達人になれる／五十嵐美幸。アメリカで定年生活を楽しむ方法／田中欣二。日本の課題 40 －図解 先送りできない日本－／池上彰。〈児童書〉図書室の日曜日／村上しいこ。赤い卵のひみつ／樋口広芳。

　２月 27 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

（２月 16 日～３月 15 日）❖３月３日…ひな祭り❖３月
８日…国際女性デー❖３月 15 日…中学校卒業式。歳時記

　２月 23 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４月１日～９月 11 日生
まれ）…先着 20 人❖２歳児（平
成 21 年９月 28 日～ 22 年３
月 10 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月
17 日（金）から電話で。

　社会教育分野における市民参画を拡大するた
め、社会教育委員（若干名）を募集します。任期
は２年。
▪対象　市内在住の 20 歳以上で、社会教育活動
に積極的に携わっている人や社会教育に関する取
り組みの推進に役立ちたいという意欲がある人。
▪内容　年６回程度の会議と勉強会に出席し、社
会教育に対する助言などを行う。
▪選考方法　市教育委員会で選考
▪応募方法　履歴書（それに準ずるものでも可）
と「家庭・地域と学校との連携について」をテー
マにした作文（様式自由。800 字まで）を、３
月２日（金）必着で社会教育課へ郵送か持参。
▪問い合わせ先　同課（☎ 66・1073）

　２月１日を調査期日に平成 24
年経済センサス ‐ 活動調査を実
施中。国内の経済活動の基本的
構造を明らかにするための大変
重要な調査です。調査票が未提
出の事業所は総務課へ郵送で提
出を。問同課（☎ 66・1044）

　２月 24 日（金）14 時～ 16 時、
商工観光センター。舞鶴市から
16 社のほか福知山市・京丹後市・
小浜市（福井県）から９社の合
計 25 社が参加予定。会場では
保育相談や一人親家庭への就業
生活相談を行うマザーズジョブ
カフェコーナーの開設、面接の
ポイントなどを説明するセミナ
ーなども開催。託児あり。無料。
申し込み不要。問ハローワーク
舞鶴（☎ 75・8609）

　経済的な理由により高等学校
の修学が困難な人に高等学校奨

学金などを支給。対象は生活
保護世帯や市民税非課税世帯
のうち母子・父子・児童・障
害者・長期療養者世帯の高校
生。支給要件あり。１次申請は
２月 29 日（水）まで。２次申
請は６月１日（金）～７月２日

（月）。問中丹東保健所（☎ 75・
0856）

　「JAS 法（農林物資の規格化
及び品質表示の適正化に関する
法律）」に基づき、一般消費者
に販売されるすべての飲食料品
に正確な情報を表示することが
義務付けられています。食品表
示に疑問や不審な点がある場合
は近畿農政局表示・規格課（☎
075・414・9026）へ。

《講師派遣》食品表示について
広く知っていただくため、各種
会合や勉強会などに担当職員を
派遣しています。問近畿農政局
業務課（☎ 075・414・9920）

《自衛隊幹部候補生》❖一般・
技術…来年４月１日現在で 22 歳
～ 25 歳（大学院修士学位取得者
は 27 歳まで）か 20 歳～ 21 歳
の大卒者（見込みを含む）❖歯
科・薬剤科…来年４月１日現在
で 20 歳～ 27 歳（歯科は 29 歳
まで）の専門の大学を卒業した人

（見込みを含む）。いずれも試験は
５月 12 日（土）と 13 日（日）（13
日は飛行要員希望者のみ）。

《医科・歯科幹部》医師または歯
科医師の免許取得者。試験は５月
18 日（金）。
　いずれも来春採用。申込期間は
４月 27 日（金）まで。問自衛隊
舞鶴地域事務所（☎ 63・3272）

　赤い羽根共同募金（平成 23
年 10 月１日～ 12 月 31 日）と
歳末友愛運動（同 11 月 21 日～
12 月 20 日）でお寄せいただい
た貴重な寄付は、子どもや高齢
者、障害のある人などの福祉活
動に活用されます。ご協力あり
がとうございました。
▪赤い羽根共同募金（1,149
万 1,184 円）主な使途は❖高
齢者福祉活動❖障害児・者福祉
活動❖児童・母子・父子福祉活
動❖ボランティア活動など。
▪ 歳 末 友 愛 運 動（586 万
1,600 円）主な使途は❖在宅対
象者への贈与❖地域福祉・在宅
福祉サービス事業❖福祉・障害
者団体への助成❖児童養護施設・
認可外保育園への助成❖ボラン
ティア友愛訪問活動への助成❖
東日本大震災のため、避難され
ている世帯への支援金など。

《共同募金会（社会福祉協議会）》

　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》２月 16 日～３月 1
日の木曜日、10 時～ 16 時。専
用電話（65・0056）へ。

《面接相談》３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、
２月 29 日（水）～前日に電話で
人権啓発推進室（☎66・1022）へ。

　３月１日（木）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。問市民相談課（☎
66・1006）

　３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、３月
９日（金）までに電話で高齢・
障害福祉課（☎ 66・1012）へ。

　３月７日～ 21 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。

《木原和美氏 個展》２月29日（水）
まで。ちぎり絵約 20 点を展示。

《ピアノミニコンサート》２月
28 日（火）12 時 30 分～ 13 時。
野崎珠さんによるクラシックや童
謡などの演奏。
　いずれも会場はサロン「ぽーれ
ぽーれ」（身障センター内）。入場
無料。

　２月 25 日（土）13 時から
中総合会館。寄付のほか長年に
わたる民生委員・児童委員やボ
ランティア活動など社会福祉
の推進に貢献した人たちの表
彰や、後藤至功・佛教大福祉
教育開発センター講師による講
演「もし、わたしたちのまちで
災害が起こったら、あなたは何
ができますか？～災害時要配慮
者への避難支援、避難所の運
営～」。問地域福祉推進課（☎
66・1011）、社会福祉協議会（☎
62・7044）

《おはなし会》３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》３月８日（木）13 時
30 分～ 15 時 30 分。作品は佐藤
愛子著「愛子のおんな大学」。
　いずれも無料。申し込み不要。

《現代ダンス公演「参づるダン
ス 参づるピアノ 参づる舞鶴」》
３月３日（土）15 時から総合
文化会館。ダンサーの遠田誠さ
んと高須賀千江子さん、作曲家
の野村誠さんが出演。全席自
由。一般 1,000 円、高校生以
下 500 円（当日 200 円増し）。
※２月 28 日（火）・29 日（水）、
３月２日（金）19 時～ 21 時に
ワークショップを開催（希望者
は公演出演可。３月２日は出演
希望者のみ）。参加費 1,000 円。
申し込みは電話で。

《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
から総合文化会館。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）。

《河口恭吾 ありがとう SONGS
コンサート》４月８日（日）15
時から総合文化会館。全席指定。
5,000 円。未就学児は入場不可。

《舞鶴プランナーズ '21 スタ
ッフ募集》総合文化会館や市
民会館で開催するミニコンサー
トや文化活動を育成・支援する
事業の企画・運営、催しの受け
付けや客席案内。対象は市内在
住か在勤で文化・芸術・芸能に
興味がある人。定員 15 人程度

（多数の場合選考）。申し込みは、
３月 13 日（火）までに所定の
用紙（総合文化会館、市民会館
に備え付け）で。

《おはなし会》３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。無料。申し
込み不要。

《おはなしのろうそく》３月
17 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。ろう
そくをともした部屋でのストー
リーテリングなど。無料。申し
込み不要。

《日本文学に親しむ講座》３月
17 日（土）と 24 日（土）14
時～ 15 時 30 分。母利司朗・京
都府立大教授による講演「芭蕉
の紀行文を楽しむ」。対象は両日
とも参加できる人。先着 30 人。
無料。京都府立大との共催。申
し込みは、電話か同館窓口へ。

《赤ちゃんおはなし会》３月
21 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。

　３月６日（火）・15 日（木）・
22 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、２月17日（金）
から電話で子育て支援基幹セン
ター（☎ 62・0103）へ。

　２月 23 日（木）10 時～ 11 時、
勤労者福祉会館。講師は長崎優子

さん。対象は１歳６か月～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。

　２月 26 日～３月 11 日の日曜
日、身障センター。13 時～ 15
時 30 分。対象は市内在住の障害
者。先着 10 人。参加費 500 円。
申し込みは、２月 22 日（水）ま
でに電話かファクスで同センター

（☎ 63・3008、ＦＡＸ 62・9546）へ。

　３月３日（土）13 時～ 16 時、
総合文化会館。先着 15 人。参
加費 1,200 円。申し込みは、２
月 24 日（金）までに電話で花
と緑の公社（☎ 68・1187）へ。

　対象は現在小学３～５年生。
定員 20 人程度。申し込みは、
所定の用紙（各小学校、社会教
育課に備え付け）で。問まいづ
る児童合唱団事務局（同課内、
☎ 66・1073）

　３月 10 日（土）午前（10 時
～ 11 時）と午後（13 時 30 分
～ 14 時 30 分）の部、城南会館。
講師は鉄尾伸介さん。先着各 12
人。無料。申し込みは、２月 29
日（水）までに電話で同館（☎
78・1800）へ。

　２月 25 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、総合文化会館。赤れん
が博物館顧問の水野信太郎・北翔
大教授による講演「シリーズ～舞
鶴の赤れんが倉庫群を知ろう～そ
の⑤『文化系こそ興味深い“れん
が”の文化史』」。先着25人。無料。
申し込みは、前日までに電話で赤
れんが博物館（☎ 66・1095）へ。

　３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。対象は中途失聴者・難聴者
とその家族。無料。申し込みは、
３月２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。

東・西図書館を臨時休館

❖東図書館…２月 27 日
（月）～３月１日（木）❖
西図書館…３月５日（月）
～８日（木）。蔵書の点検
作業のため休館します。休
館中の本の返却は玄関横の

「本のポスト」をご利用く
ださい。また、返却は東・
西図書館どちらでもできま
す。ご理解とご協力をお願
いします。問東図書館（☎
62・0190）、西図書館（☎
75・5406）

経済センサス - 活動調査

北近畿・若狭広域就職面接会

高等学校奨学金を支給

食品表示 110 番

自衛官を募集

赤い羽根共同募金・歳末
友愛運動 協力ありがとう

フレアス舞鶴の無料相談

司法書士無料法律相談

高齢者・障害者権利擁護相談

就職個別相談

身障センター（☎ 63・3008）

社会福祉大会

東図書館（☎ 62・0190）

文化事業団（☎ 64・0880）

西図書館（☎ 75・5406）

ひよこひろば

親子ビクス（親子体操）遊び

パソコン講座

つるかご教室

まいづる児童合唱団の新団員

陶芸体験会

赤れんが博物館 市民講座

難聴者・若者の集い
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　２月 24 日（金）～３月４日
（日）９時～ 17 時、まいづる智

恵蔵。子どもたちが作った作品
約 700 点や創作雛人形、版画な
どを展示。入場無料。問智恵蔵（☎
66・1035）

　２月 23 日（木）10 時 30 分～
15 時 30 分、西市民プラザ。舞
鶴支援学校高等部の生徒が製作し
た陶芸・ガラス・工芸・木工・農
園芸製品を販売。和太鼓演奏の披
露も。問同校（☎ 78・3133） 　３月４日（日）10 時～ 11 時

30 分、市政記念館。澤谷直行・
㈳倫理研究所研究員による講演

「感動が心の扉を開く」。参加費
1,000 円。申し込みは、２月 28

日（火）までに電話で家庭倫理
の会舞鶴市の近藤さん（☎ 62・
0050）へ。

《３月５日（月）》10 時～ 11 時
30 分。吉田真帆さんによる心を
癒し育む絵本の読み聞かせ。申
込期間は３月１日（木）まで。

《３月８日（木）》❖第１部（13
時 20 分～ 14 時）…東消防署
職員による講演「外傷や急病の
応急手当」❖第 2 部（14 時～
15 時）…鞭熙・むちキッズク
リニック院長による講演「子ど
もの病気とその対応」。申込期間
は３月５日（月）まで。
　いずれも場所は勤労者福祉セ
ンター。対象は子育てや孫育て
をしている人。先着各 40 人。
無料。託児あり。申し込みは、
電話でシルバー人材センター（☎
64・3233）へ。

　２月 18 日（土）～３月３日（土）
９時 30 分～ 17 時 30 分、エル・
マールまいづる。紙皿や画用紙で
おひなさまを作る。対象は小学生
以下。無料。申し込み不要。問エル・
マールまいづる（☎ 68・1090）

　２月 25 日（土）10 時～ 14
時、中総合会館。対象は知的な
障害のある成人。定員 10 人（多
数の場合抽選）。参加費 500 円。
当日サポートしていただけるボ
ランティア（高校生以上）も
募集。申し込みは、２月 22 日

（水）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。

　３月 17 日（土）13 時 30 分
～ 15 時、中総合会館。山田健司・
京都女子大家政学部生活福祉学科
准教授による講演「生活を支える
ボランティア～買い物支援からは
じまった支え合いの輪」。先着 50
人。社会福祉協議会と市ボランテ
ィアセンターとの共催。申し込み
は、３月９日（金）までに氏名、
電話番号、自治会名を電話かファ
クスで同協議会（☎ 62・7044、
ＦＡＸ 62・7039）へ。

ひな祭り雛
ひ な

人形展

舞鶴支援学校 製品販売会

家庭倫理講演会

子育て講習会エル・マールのおひな祭り
はらぺこ倶楽部（料理教室）

ボランティア活動を
すすめる集い

障害のある人の福祉サービス

表①　重複利用者への支給にかかる総合上限額
所得階層区分 総合上限額（月額）

生活保護世帯 ０円　

市民税非課税世帯

収入が年間 80 万円（障害基礎年金２級相
当）以下 7,500 円　
障害基礎年金１級および特別障害者手当のみ

上記以外 12,300 円　

市民税課税世帯
市民税所得割 16 万円未満 18,600 円　
市民税所得割 16 万円以上 37,200 円　

所得階層区分 負担上限額（月額）

生活保護世帯、市民税非課税世帯 ０円　
市民税課税世帯 37,200 円　

表②　高額障害福祉サービス費の支給にかかる負担上限額

　障害のある人が福祉サービ
スを利用した際にかかる負担
を軽減するため、負担額が所
得区分ごとに定めた上限額を
超えた場合に、次のとおり償
還（払い戻し）します。
▪対象　平成 23 年３月～
24 年２月の利用分
▪内容

《重複利用者への支給》次の
福祉サービスを同じ月に重複
して利用し、負担額（月額）
の合計が府・市が定める上限
額（表①）を超えた分を支給。
対象となるサービスは、❖在
宅生活者の障害福祉サービス
❖自立支援医療（更生医療・
育成医療・精神通院医療）❖
補装具。

《高額障害福祉サービス費の
支給》❖同一世帯に、障害福
祉サービス（介護給付・訓練

等給付）や児童福祉法に基づ
く障害児施設を利用する人が
複数いる❖市民税課税世帯で
障害福祉サービスと介護保険
のサービスを併せて利用して
いる人がいる場合に、負担
額（月額、高額介護サービス
などにより償還された費用や
食・光熱水費などの実費負担
額は除く）の合計が国が定め
る上限額（表②）を超えた分
を支給。
▪申請方法　印鑑と通帳（振
込先の口座番号が確認できる
もの）、利用したサービスの
領収書を持参し、３月 15 日

（木）までに高齢・障害福祉
課か西支所保健福祉係へ。
▪問い合わせ先　同課（☎
66・1033、 ＦＡＸ 62・7957）、
同係（☎ 77・2253、ＦＡＸ 77・
1800）

　各公民館が１年を通じて開催する定期講座の平成 24 年度
受講生を募集します。料理や茶道、華道、絵手紙など 108
講座を用意。いずれも対象は初心者で市内在住か在勤の 18
歳以上。開催日時、定員、参加費などは各講座で異なります。
申し込みは、２月 17 日（金）～３月 17 日（土）に各公民
館へ（★印は新講座）。

料理、★こころと体を軽くするヨーガ、★男性いけばな（池坊）、
★強くなる将棋、★低カロリー料理、絵手紙、俳句、いきいき
楽しく歌声サロン、ビーズアクセサリー、茶道（裏千家）、レ
ザークラフト、お菓子づくり、ドライ＆プリザーブドアレンジ
メント、太極柔力球

盆栽、書道、健康体操、着物着付、旬の料理、高齢者キーボード、
華道（池坊）、健康エクササイズ、大正琴、パッチワークキルト、
想作手房（編物、転写染め、小物作り）、茶道（裏千家）、韓国語、
英会話、中国語、らくらくヒーリングヨーガ、野外ハイク・自
然観察、フラワーアレンジメント、★コーラス、★マジック

書道、実用書道、謡曲（観世流）、手芸・手編み、中国語、★華道（嵯
峨御流）、★ペン習字、版画、前結び着付、洋画、絵手紙、か
らだに優しい体操、写真、パッチワーク・キルト、茶道（裏千家）、
★オカリナ、墨絵、韓国語、俳句

実用習字、茶道（裏千家）、短歌、★健康体操、着付、料理、
いきいき楽しく歌いましょう、大正琴（琴遊会）、絵手紙、フ
ラワーデザイン、押し花、ロマンドール、華道（池坊）、ステ
ンドグラス

華道（池坊）、健康料理、民踊、新舞踊、大正琴（琴遊会）、カ
ラオケ、トールペインティング、絵手紙

らくらくヨーガ、華道（池坊）、短歌、健康体操（ストレッチ）、民踊、
囲碁、料理、トールペイント、箏

そう

曲（琴）生田流、絵手紙、着物
着付、★大正琴、★自然観察と野外ハイク

あんぎん編み、★ウクレレ、★トラベル英会話、★英語再チャ
レンジ、華道（嵯峨御流）、★ギター、グラスアート、茶道（表
千家）、創作山野草盆栽、太極柔力球、男性料理、陶芸、パソコン、
パン＆お菓子づくり、ビーズアクセサリー、★プランター菜園、
前結び着付、木好大工、ヨーガ、料理　　

東公民館（☎ 62・1237）

中央公民館（☎ 62・0400）

西公民館（☎ 75・6501）

南公民館（☎ 62・0288）

加佐公民館（☎ 83・0014）

大浦会館（☎ 68・2010）

城南会館（☎ 78・1800）

　事業活動による環境への
負荷を低減し、地球温暖化
の防止を図るため、環境マ
ネジメントシステムを導入
し、その認証などを受けた
中小企業者に対して補助金
を交付します。対象などは
次のとおり。
▪ 対 象　 平 成 23 年 11 月
16 日以降に環境マネジメン
トシステムの認証などを取
得した市内の事業所で、市

税の滞納がないこと。
▪補助額　対象経費の３分
の１（限度額は 10 万円）
▪申請方法　申請書（生活
環境課に備え付け。市ホー
ムページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、
関係書類を添えて、３月 16
日（金）必着で同課へ郵送
か持参。
▪問い合わせ先　同課（☎
66・1005）

環境マネジメントシステム
認証取得補助制度を創設

重複利用者などの負担を軽減
社
会
教
育
委
員
を
募
集

３
月
２
日
ま
で

新しいこと、始めませんか
24年度の受講生を募集

公民館
定期講座


