
各公民館で毎月イベント実施中
各公民館では、毎月さまざまなイベントを実施中。自分に合うイベントを見つけて、友達や家族と楽しい

時間を過ごしませんか。なお、毎月のイベントは 26 ～ 30㌻の「お知らせ」で紹介しています。

加佐公民館（☎ 83・0036）
�セミの羽化観察会

【日時】７月 27 日㈯ 19 時～ 20 時 30 分
【講師】嶋田勇さん【対象】小学生とその保護者
【定員】先着 20 人【申し込み方法】７月 25 日㈭までに電話で。
�郷土・日本・世界の昆虫展

【日時】７月13日㈯～15日㈷９時～17時（15日は16時まで）
【内容】世界中の昆虫約１万点を展示。生き虫や昆虫なんでも
相談コーナーもあり

城南会館 （☎ 78・1800）
�夏休み自由研究「縄文人もつくった土鈴をつくろう！」

【日時】８月３日㈯９時 30 分～ 11 時 30 分と 17 日㈯ 13 時～
15 時【内容】土の塊から土鈴を作り、炭火で焼いて色を塗る

【講師】鉄尾伸介さん【対象】小学生（１～３年生は保護者同伴）
【定員】先着 20 人【料金】1,000 円
【申し込み方法】７月 26 日㈮までに電話で。

西公民館（☎ 75・6501）
�子ども発明クラブ

【日時】７月 27 日～来年２月１日の土曜日に計８回、９時 30
分～ 12 時【内容】アイデア工作や科学工作、電子工作など

【講師】舞鶴高専、ポリテクカレッジ、舞鶴レクリエーション
協会、小学校教諭

【対象】市内在住の小学４～６年生【定員】先着 20 人
【料金】5,000 円（材料代など）【申し込み方法】７月 20 日
㈯までに電話で舞鶴みなとライオンズクラブ（☎ 75・1117）
か同館へ。

中公民館（☎ 62・0400、ＦＡＸ 62・0442）
�夏休みの自由研究の見つけ方教室

【日時】７月 20 日㈯ 10 時～ 12 時【対象】市内在住の小学生（保
護者同伴も可）【定員】先着 30 人【申し込み方法】７月 13
日㈯までに電話かファクスで。
�夏休みの自由研究の科学工作教室

【日時】７月 21 日㈰ 10 時～ 12 時【内容】光る伝言掲示板を
作る【対象】市内在住の小学３～６年生（保護者同伴も可）

【定員】先着 30 人【料金】400 円（材料代）
【申し込み方法】7 月 14 日㈰までに電話かファクスで。
�子ども料理教室

【日時】７月 30 日㈫９時 30 分～ 13 時【対象】市内在住の小
学３～６年生【定員】先着 30 人【料金】600 円（材料代）

【申し込み方法】７月 23 日㈫までに電話かファクスで。
�とっておきの舞鶴‟体感講座「舞鶴の旬を味わう（夏編）～」”

【日時】８月３日㈯９時～ 12 時【対象】市内在住か在勤の人

とその家族（小学生は保護者同伴）【定員】先着 20 人
【料金】1,000 円（材料代）【申し込み方法】７月 20 日までに
電話かファクスで。
�化石採集と自然観察会

【日時】７月15日㈷８時30分～16時【場所】汐霧牧場（宮津市）
【内容】化石や昆虫、草花を採集【対象】市内在住の小学生と
その保護者【定員】先着 20 組【料金】1 人 3,500 円（バス代、
保険料など）【その他】JR 東・西舞鶴駅前か中総合会館でバス
に乗車【申し込み方法】７月７日㈰までに電話かファクスで。

大浦会館 （☎ 68・2010）
�海辺の生き物調査

【日時】７月 23 日㈫８時 30 分～ 13 時 30 分【場所】小橋と
とのいえ、竜宮浜海岸【講師】京都大舞鶴水産実験所准教授
の益田玲爾さん【対象】市内在住の小学生とその保護者

【定員】先着 30 人【料金】510 円（保険料など）
【申し込み方法】７月２日㈫～ 16 日㈫に電話で。
�夏休み親子スイーツ作り

【日時】８月 21 日㈬９時 30 分～ 11 時 30 分
【内容】大浦産夏みかんを使ったクレープ作り【講師】ふるる
ファームの淡路みちよさん【対象】市内在住の小学生とその保
護者【定員】先着 7 組【料金】１人 500 円

【申し込み方法】８月 10 日㈯までに電話で。
�夏休み親子工作教室

【日時】８月 24 日㈯９時 30 分～ 11 時 30 分【内容】太陽電
池の仕組みとソーラーカー作り【講師】舞鶴高専教授の内海
淳志さん【対象】市内在住の小学３～６年生（４年生以下は
保護者同伴）【定員】先着 16 組【申し込み方法】８月 10 日
までに電話で。

東公民館（☎ 62・1237）
�人権セミナー

【日時】８月１日㈭ 13 時 30 分～ 15 時【内容】福知山公立
大教授の渋谷節子さんによる講演「地域で暮らす外国人とと
もに生きるということ」
�夏休みこどもスイーツデコ教室

【日時】７月 21 日㈰ 10 時～ 12 時【内容】樹脂粘土でカップ
ケーキを作る【講師】あんじぇりっく【対象】小学生

【定員】先着 25 人【料金】1,000 円【申し込み方法】７月
12 日㈮までに電話で。
�子育てサポート教室「おやこでうんどう遊び」

【日時】８月２日㈮ 10 時～ 11 時 30 分【講師】足立奈里子
さん【対象】子育て中の親子【定員】先着 30 組

【申し込み方法】７月 25 日㈭までに電話で。
〈共通〉【場所】総合文化会館

市では、下記のとおり休日急病診療所を開設しています。
【診療日時】毎週日曜日９時～12時、13時～17時（受け付けはそ
れぞれ終了30分前まで）

【場所】舞鶴医療センター敷地内（市内字行永2260-2）
【診療科】内科
【内容】病状の比較的軽い人に応急的な診療を実施。薬は原則１
日分か休日分のみ処方（インフルエンザは必要に応じて処方）。

【その他】メニューにない内容も相談に応じます。
▶詳しくは、広報広聴課（☎66・1041）へ。

まちづくり出前講座のご利用を 新メニューが３品
子ども向けメニューを新設

市民の皆さんに市政の現状を分かりやすく説明するた
め、注文に応じて市の職員が直接伺う「まちづくり出前講
座」を実施しています。メニューは全部で93品。新しく加
わったメニュー（３品）は右表のとおり。

【出前時間】原則平日の９時～21時。90分程度
【会場】申し込み者で準備。市内ならどこでも可
【対象】市内に在住・在勤・在学している人で構成するおお
むね10人以上のグループ（政治・宗教・営利活動を除く）

【注文方法】注文書に必要事項を記入し、１か月前までに郵
送かファクス（62・7951）で広報広聴課へ。市ホームペー
ジからも注文可

【メニュー・注文書の配置場所】同課、市役所総合案内、
市政情報コーナー、西支所、加佐分室、各公民館、大浦・
城南会館、東・西図書館 ほか。市ホームページにも掲載。

新たに追加されたメニュー
テーマ 内容 担当課

高齢者 と 薬
（※）

年齢を重ねると服用する薬の種類が多く
なる傾向があります。薬と上手に付き合
うための基本的な薬の説明。

市民
病院

上下水道事業
の将来を見す
える経営戦略

上下水道は100年後も200年後も必要。
そのために必要な経営の方針などを説
明。

経営
企画課

がん検診の正
しい受け方と
がんを予防す
る生活習慣

日本人の死亡原因１位「がん」の正しい
知識や市が実施している各種がん検診、
がんを予防する生活習慣を説明。

健康
づくり課

※市民病院の出前講座は病院業務の関係で１か月に先着１グループ。講
座は土・日曜日のみ実施。

ごみをへらすために自分たちでできること 生活環境課
お母さんを助けよう 
～家の中から始める「男女共同参画」～ 啓発推進課

地域を応援する身近な公民館 地域づくり支援課

小・中学生に知ってほしいがん予防の話
健康づくり課

小学生に知ってほしい生活習慣

▪新たに“子ども向けメニュー”27品が登場
子ども達にまちのことや市の取り組みを知ってもらおう

と、今年度から小・中学生向けの講座27品を新設。
小・中学校の総合的な学習の時間をはじめ、地区・地

域でも気軽に利用してください。メニューは次のとおり。

市政

環境・くらし

健康・福祉

アルトゥルさんのウズベキスタン講座 スポーツ振興課
図書館利用ガイド　図書館ってどんなところ? 図書館課

「文庫山学園」「由良川学園」の概要と高齢者の
生きがいづくり 文庫山学園

舞鶴特産の野菜を学ぶ 農林課

教えて曲さん！中国・大連のこと！ みなと振興・
国際交流課

舞鶴市の水産業 水産課
語り継ぐ引き揚げの歴史 引揚記念館
舞鶴のイイトコ大紹介！ 観光振興課

道と川の話 土木課
ほんとうは怖いインターネット 情報システム課
災害から身を守る 危機管理・防災課
上下水道の生い立ちと現状 経営企画課

消防の仕事 消防本部消防
総務課・警防課

防火に関すること
消防本部予防課

火災をおこさないために

応急手当・心肺蘇生法 消防本部
救急救助課

子育て・教育・文化

観光・産業

安全・安心・快適

詳しい検査などが必要な場
合には輪番病院へ紹介しま
す。

【その他】受診する際は事前
に電話で症状などをお伝え
ください。

【問い合わせ先】休日急病診療所（☎63・4
ヨクナレ
970）　《地域医療課》

舞鶴市休日急病診療所の利用を

舞鶴市のまちづくりについて～第7次総合計画～ 企画政策課
舞鶴市の入札制度について 契約課
わたしたちのくらしと税 税務課
加佐の地域おこし 加佐分室
舞鶴のまちづくりについて学ぼう 都市計画課

「広報まいづる」ができるまで 広報広聴課
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