飛鳥Ⅱで行く 府民特別割引クルーズ

行く府民特別割引クルーズを

㈪にクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」で

日

画・実施）
。
参加者を募集します。
コースや料金は左表のとおり。

▪特別割引の対象
府内在住か在勤の人（１人以
上）
を含むグループ

９年連続で１，０００万トン超え

月の京都

輸 出 総 額 は ４ ４ ３ 億 円。船 舶

コンテナ取扱量は過去最高水準で推移

年１月～
類や食料品が大きく増加しま

平成
舞鶴港の取扱貨物量は、全体で
した（大阪税関舞鶴税関支署発

▪申し込み方法
１，０８２万㌧。
９年連続で１，

日㈬までに電話でク
表）
。

５月 20 日㈪ 横浜着（９時）

ラブツーリズム㈱（☎ ・５３

金属製品などが増加した一方、
一般機械などは減少しました。

▼詳しくは、みなと振興・国際
交流課
（☎ ・１０３７）
へ。

市民と市職員が一緒になって

「 頑 張 る 新 米 マ マ た ち へ！～

各班から今年度実施した

んが 号棟で行われました。

㌻に関連記事）
。《企画政策課》

りを学び実践していきます（

ができるのか」などのまちづく

は何が必要か」
「自分たちは何

「舞鶴をよりよいまちにするに

政策づくり塾では、今後も

証を受け取りました。

その後、多々見市長から修了

て活動成果や課題を報告。

」
「フォトロゲイ
WORK NOTE
ニングで巡る田辺城下」につい

だ・なかまの輪～」「 MAIZURU

舞鶴の課題解決に向けて考える
報告会・修了式が３月 日、
赤れ

ヨーガで繋がる こころ・から

よりよい舞鶴に向けた取り組みを発表

約2.4㍍

「政策づくり塾」の地域公共活動

約2.6㍍

66

TEU…長さ20フィートコンテナを基
準(1TEU)とするコンテナの取
り扱い個数の単位

政策づくり塾 地域公共活動報告会・修了式

▲コンテナ船とバルク船（ばら積み船）が同時に着岸する舞鶴国際ふ頭

４月
０ ０ ０ 万 ㌧ を 超 え ま し た。ま
※数値は速報値のため、
変動する場

大船渡

実施（クラブツーリズム㈱が企

た、コンテナ取扱量は過去最

函館
５月 18 日㈯

日

２３・５２２２）
へ。
高と同程度の１万３，３２６

５月 17 日㈮
隠岐

舞鶴～横浜 舞鶴発着の優雅でお得な船旅

日～

▼詳しくは、京都舞鶴港クルー
ＴＥＵとなりました（京都府発

博多
５月 14 日㈫

合があります。

ズ誘致協議会事務局（みなと振
表）
。

５月 13 日㈪

また、輸入額は７１４億円。

興・国際交流課内、
☎ ・１０３

５月 16 日㈭

66

終日航海

７）
へ。

212,500 円 標準価格：250,000 円

クルーズ旅行の魅力を身近
日㈬と５月

６年生の体験入学を実施。
朝来・大浦小６年生が参加

舞鶴乗船～横浜下船 Ｋステート

に感じてもらおうと５月
㈯～

児童・生徒・先生もつながる小中一貫教育

中学校入学 新たな学校生活に備えて

上に取り組みます。

習や生活への不安解消、学力向

続した期間と捉え、子ども達の

新舞鶴・志楽小、白糸中の教

▪小中一貫教育の取り組み

と中学校が協力して行う「小中
員が共通した視点で授業づく

発達段階に応じた一貫性のあ

一貫教育」に取り組み、学力の
りを目指す合同研修会を実施。

《白糸中学校区・授業研究》

定着と学校生活への適応を目
《城南中学校区・体験入学》

各中学校区に順次導入し、今年
度は白糸・城南・若浦中学校区
今後も、
小・中学校が連携し、

し、合同修学旅行の事前学習を

《若浦中学校区・合同学習》

小中一貫教育の教育目標を基

《学校教育課》

実施。

でスタートしました。

城南中で池内・中筋・高野小

指しています。
平成 年度から

る学習指導・生徒指導を小学校

市では、義務教育９年間を連

▪料金・客室タイプ
（２人１室利用。
料金は１人あたり。
税込み）
コース
客室
料金
参考

12
2019 広報まいづる 4月号

13

20 11

に中学校に進学する児童の学

▲市内で働く若者を紹介する MAIZURU WORK ▲ヨーガや座談会で子育て中のママをサポート
NOTE の取材の様子。完成品は市内の高校に配布

クルーズ客船「飛鳥Ⅱ」
撮影：中村庸夫

12

15

170,000 円 標準価格：200,000 円

03

終日航海
５月 15 日㈬ 舞鶴着（９時） ５月 19 日㈰

終日航海
５月 12 日㈰
上）小・中学校教員の合同研修会（白糸中学校区）
中）中学校の 1 日体験入学（城南中学校区）
下）合同修学旅行の事前学習（若浦中学校区）

15

30

2

10

▪行程
（横浜乗船）
▪行程
（舞鶴乗船）
日
内容
日
内容
５月 11 日㈯ 横浜発（16 時） ５月 15 日㈬ 舞鶴発（17 時）
義務教育９年間を修了するのにふさわしい学力の定着
市が作成した標準カリキュラムを活用し、
小・中学校教職員が義務教育９年
間の系統性や継続性を意識した授業づくりに取り組む。
また、
中学校教員に
よる教科の専門性を生かした授業を小学校で実施
豊かな人間性や社会性の育成
同じ中学校区の小学生同士、
小・中学生、
地域の皆さんとの学習や交流を計画
的・発展的に行う
小・中学校教職員の協働による９年間を見通した一貫性のある指導
小・中学校教職員が学習面や生徒指導面で互いに学び合い、
同じ目標を持っ
て協働して９年間の指導に当たる

横浜乗船～舞鶴下船 Ｋステート
▪小中一貫教育の教育目標

15

28

20フィート
（約６㍍）
16
▲フォトロゲイニングの受け付けの様子。
スポーツしながら西舞鶴地区を再発見

連載
まいづるトピックス
連載

