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世界で活躍する舞鶴出身のソプラノ歌手

田中彩子さん
×

舞鶴市長

多々見良三

【特集】

新春対談

音楽を通じて
子ども達に機会を

マイナンバーカードをまだ取得していない人
に国から交付申請書を送付しています

【問い合わせ先】
市民課
（☎66・1001）

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

❖平日の診療時間…かかりつけ医など、地域の身近な医療機関へ問い合わせを
❖夜間・休日やかかりつけ医がいないなど相談先が分からない場合…きょうと新型コロナ
医療相談センター
（☎075・414・5487 平日、土・日曜日、祝日 24時間対応）

２㌻ 市長の新年あいさつ
８㌻ 変わる仕事と変わらな
い支援
私と企業のマッチング
16㌻ ７月から ごみ処理手数
料を見直します

﹁心が通う便利で豊かな田舎暮らし﹂
がつくる

新たな都市のかたち
新年あけましておめでとうございます
昨年は、新型コロナウイルス感染症が世
界中で猛威を振るい、日本国内においても、
３月頃から急速に感染が拡大し、４月には
緊急事態宣言が全国に発出されました。
本市も感染事例はありましたが、市民の

力いただきましたこと、改めて深く感謝申

など冷静な行動へのお願いにご理解、ご協

方へのご配慮と「新たな生活様式」の徹底

数にとどまっています。また、感染された

割分担する地方分散型の社会を実現するこ

方の拠点都市と大都市が連携し、共生、役

とする大都市集中型の社会から、重要な地

密」の状態でしか成り立たない都市を中心

築いていくためには、東京をはじめとする「３

皆様、市内各界の皆様のご協力により少人

し上げます。

でには、まだ一定の期間が必要です。今後、

コロナウイルス感染症を完全に克服するま

を挙げていますが、世界中に蔓延する新型

早期確保などをはじめ、感染症対策に全力

市と適切な距離を保ちながら、つながるこ

ニティや「京阪神」や「中京圏」などの大都

「お互いさま」の精神が根付いた地域コミュ

自然、連綿と引き継がれてきた歴史・文化

そのような中、本市が推し進める、豊かな

とが極めて重要となります。

当面の間は、感染拡大の防止と経済活動を

とができる高速交通ネットワーク、産官学

現在、国は、検査能力の向上、ワクチンの

両立しながらまちづくりに取り組んでいか

金労言士をはじめ、教育機関や民間企業な

が通う便利で豊かな田舎暮らし」の実現に

どとの多様な連携を生かしたまちづくり「心

なければなりません。
また、その先にある、感染症に打ち勝ち、
乗り越える「ビヨンド・コロナ」の社会を
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り組みであると考えています。

ている地方分散型社会のモデルになる取

ヨンド・コロナ」社会において求められ

向けた施策のさらなる推進が、まさに「ビ

事にできる環境づくりに取り組みました。

に出なくても次代の産業に触れ、学べ、仕

のプログラミング教室などを実施し、都会

者が起業したさくらインターネット㈱監修

ル

そのほかにも「ビジネス創出」「教育」など

ヅ

昨年、日本交通㈱とオムロンソーシア

イ

交流を起点とする地域活性の拠点として整

マ

ルソリューションズ㈱
（以下、ＯＳＳ）
と

」を
備した「 Coworkation Village MAIZURU

活用した企業などとの多様な連携により課

コ ワ ー ケ ー シ ョ ン ヴィレッジ

共に実施した、日本初となるバス、タク
シー、住民同士の送迎を組み合わせた「共
モ

題解決に向けた持続可能な新しい地域成長

ー

生型ＭａａＳ」いわゆる「ｍｅｅｍｏ」の

モデルの構築を進めています。また、若手

ミ

実証実験は、今後、現在の交通サービス

事業者が合同でこのまちに眠っている多く

ス

の維持・確保が困難になることが予想

の魅力を発掘し、地域そして全国に発信す

ー

される中、将来にわたって地域の移動手

るなど、まちづくりへの強い思いが大きく

マ

段を確保するためには「今何をすべきか」

広がっています。

先の未来を見据え、次世代のために取り組

地域の皆様が、これからを考え、またその

を考え、高野地区、加佐地域の皆様と共
に、試行錯誤を繰り返しながら取り組ん
だものです。

ら河川の氾濫や浸水予測などをする研究

の連携によって雨量と河川の水位情報か

のつながりや助け合い、お互いを思いやる、

進技術を活用して、世代を超えた人と人と

市は、今後とも、多様な連携のもとに、先

むまちづくりが求められています。

と、これらの情報を皆様も見ることがで

すなわち「心が通う便利で豊かな田舎暮ら

また、ＫＤＤＩ㈱、舞鶴高専、ＯＳＳと

きるモニタリングシステムの整備の取り

し」を推し進めてまいりますので、本年も

舞鶴市長

のご挨拶とさせていただきます。

多幸を心からお祈り申し上げまして、新年

年頭にあたり、市民の皆様のご健勝とご

くお願い申し上げます。

変わらぬお力添えを賜りますよう、よろし

組みなどが評価され、国の「戦略的イノ
ベーション創造プログラム Ｓ(ＩＰ 」の
)

実証実験モデル自治体に、全国４自治体
の一つとして選定されました。

地域の未来を担う子ども達に向けては、
京都大学舞鶴水産実験所や日立造船㈱舞
鶴工場などに協力いただき、海や魚など
の自然科学について学ぶ教室や、実際に
作っている工業製品などの制御盤の仕組
みを使った電気工作体験、舞鶴高専出身
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世界は新型コロナウイルス感染拡大で、私たちの生活もそれまでとは大きく変わり我慢する

ことが増えました。そんな中で感じるのは、人は心の豊かさがあってこそ、初めて人間らしく生

きていられる。芸術や文化、スポーツは私たちの心に安らぎをもたらしてくれる大切なものだ

ということ。こんな時代だからこそ「芸術と芸術ではない場所は一緒にいないといけない」と明
確になったという田中さん。

才能がひしめき合うクラシック界で活躍する彼女にとって、音楽はどのような存在なのか、ま

た音楽を通じてやりたいことを伺いました。

ソプラノ歌手

田 中 彩 子 さん
舞鶴市長

多々見 良三

【場所】
舞鶴市総合文化会館
大ホール
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市長 舞鶴出身で、これだけ世界で活躍
されている方がいらっしゃるとは、知

すか？自分から習いたいと言ったんで

すか？

田中さん
︵以下敬称略︶ そうです。今

んが先頭になって設立されたのですか？

いることと全く同じなんです。田中さ

のことで、その主旨が、私が普段思って

は平等な世界。それってある意味本当

まれていていようが、演奏している時

た子だけが入れます。どんな環境に生

員がオーディションを受けて、受かっ

のオーケストラは貧富に関係なく、全

ども達のオーケストラ」があります。そ

ないかと。南米のブエノスアイレスに「子

なこと。じゃあ、音楽を通じて何かでき

ること」
。皆が少しずつでもできるよう

うことです。周りの大人たちの「君はこ

世のため人のためにどう尽くすかとい

ています。夢は自分のためですが、志は

達に夢や志を持つことの大切さを話し

私は、市内７中学の２年生の子ども

田舎暮らし」の実現を目指しています。

なげたりして「心が通う便利で豊かな

利便性を上げたり地域課題の解決につ

ばれ、ＡＩなどの先進技術を活用して、

市長 舞鶴市は

す。

しょうね。

に合っているなというのがあったので

市長 ピアノの音を聞いたりして自分

感謝しています。

となっちゃう。だから当時の先生には

いですけど、最初にあると「もういいや」

ていて、つらいことが後であるのはい

けてあげることはすごく大切だと思っ

楽は「楽しいもの」ということを植え付

音楽一家とかでもないですし。まず音

あったので自然な流れで始めました。

幼稚園 の 敷地内 に 音楽教室 が

後自分のキャリアのためだけに音楽を
に目指すべき姿だと。その子たちと日

れが得意だから、こんなことをしたら

田中

続けていくことにあまり興味がないと

本の子ども達を会わせたいなと思った

思い、昨年、法人を設立して「 SDGs
と芸
術」「 SDGs
と音楽」を柱に活動していま

いうか、執着心がなくて。でも音楽を続

んです。子ども達にとって何かを「知る」

田中 習い事の中で、続いたのはピア

考えていたところ、 SDGs
の活動を知り
ました。 SDGs
（※）の理念は「皆ができ

けていくときに、誰かの役に立つこと

どう？」というアドバイスがその子の

ノとエレクトーン。でも「ピアノが好き

りませんでした。最初に聞きたいのは

ができたらいいなと数年前から思って

ということは、大きな財産です。そうい

将来の選択に極めて重要になると思っ

だったんですか？」と聞かれると、ご飯

ると周りは見ていてくれる。回り

市長 そういった生き方をしてい

いつも感じています。

にそれが自分に返ってくる感覚を

とエネルギーがすごく出て結果的

るより、誰かのためにやっている

田中 自分のためだけにやってい

プロになりたい。でも私の手が小さい

田中

時は、どんな気持ちでしたか？

市長 プロになるのが難しいと感じた

れたんでしょうね。

いた感じです。でも好きだから続けら

いうルーティーンの１つだからやって

を食べる、お風呂に入る、宿題をすると

未来都市にも選
SDGs

いました。そんな中、いろんな方に出

うきっかけを作ることができる環境を

ています。

「
JAPAN
ASSOCIATION
FOR MUSIC
」という法人
EDUCATION PROGRAM

会っていろんな国の状況を見て、未来

用意するのが大人の役割りなのかなと

まわって何かあった時には仲間が

こととかを考えると多分プロにはなれ

歳の時にこのまま続けるなら
助けてくれますね。

ないだろうなと悟ったといいますか…。
市長 小さい時にピアニストを目

田中 自分の中のもう一人の自分が「多

たとか？

市長 それはピアノの先生から言われ
指して頑張っていらしたそうです

分無理」と言ったんです。自分で自分を

ピアニストの夢から声楽家の道へ

17
が、ピアノは誰かに勧められてで

※SDGs
（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
国連で決められた2030年までに達成すべき国際目標のこと。
「貧困をなくす」
「質の高い教育をみんなに」
「生きがいも経済成長も」
など、17の目標を掲げ、世界中の誰一人として取り残さないことを誓っています。
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を担う子ども達に何かできないかなと

田中彩子さんプロフィール
1984年生まれ。オーストリアのウィーン
在住。ソプラノ歌手。西舞鶴高等学校を卒業
後、18歳の時に単身でウィーンに渡り、ゼロ
から声楽家としての道を歩む。22歳という若
さでソリストデビューを飾り、世界で活躍す
る。ソプラノの中でもさらに高い音域のコロ
ラトゥーラは透き通るような歌声が特徴で
「天
使の声」と称され、その歌声を操る数少ない
一人。2019年、Newsweek誌「世界が尊敬する
日本人100人」に選出。

を買う必要もないですし、ダメだった

行ったかもしれないです。歌なら楽器

楽器を演奏する人がいたら、そっちに

を演奏する人がいなくて、もし近くに

自分が演奏したい。私の周りには楽器

ました。でも音楽理論とかではなくて、

田中

かけは自分で決めた ん で す か ？

市長 声楽に方向転換するというきっ

うな気になりました 。

今までの

る決断ができないし、子どもは親の近

市長 親自身が心配で子どもを行かせ

か雑な判断でしたね
（笑）
。

て「じゃ行きます」と。今思えば、なかな

ところに来なさい」と言ってくださっ

でプロになりたいんなら、今すぐ私の

宮廷歌手の方が私の声を聞いて「本気

田中 はい。その時にブルガリア人の

たわけですか？

市長 そこで、運命を変える人に会っ

田中 そうです。１週間ちょっと。

れたんですか？

市長 最初、ウィーンへは研修に行か

れも運命かもしれません。

や 偶然 が 重 な っ た … こ

した。いろいろな出会い

感じで歌の方に行きま

はそれしかないという

楽をやりたいなら私に

るかも し れま せ ん が、音

とネガティブに聞こえ

れにします！」と。ちょっ

しいん だ った ら、も うそ

い 声 だ と 分 か っ た。
「珍

世界的 に も 少 な い、珍 し

度うまくなっ

練習である程

しいことです。

するのは難

ていても実行

すね。分かっ

りされていま

市長 はっき

りしますよね。

ら行って、ダメだったらそれですっき

ないと思うんです。気になるんだった

こうというのが、一番精神衛生上よく

だけど、でも怖いからこっちにしてお

の考えです。本当はそこに行きたいん

いところにいたらいい、というのが私

んだったら、どうせダメなら一番難し

一緒じゃないですか？どうせ努力する

を達成したいと思ったら、やる努力は

田中 性格もあると思いますが。何か

は誰かから教わったんですか？

ていますが、なぜですか？その考え方

に行った方がいいと思う」とおっしゃっ

「どうせやるならいきなり厳しいところ

市長 強いご両親ですね。田中さんは

１度も言われなかったです。

いる間も「そろそろ帰ってくれば」とか

と
（笑）
。今でも感謝しています。行って

かと心配でしたが「そう、ほな行ったら」

と両親に言ったら、どんな反応される

田中 「ウィーンに留学しようと思う」

スンだから」と断っていましたが「人生

生活で、遊びに誘われても「明日はレッ

ら離れました。それまでは音楽中心の

田中 その時に１か月ほど全く音楽か

何ですか？

市長 それを乗り越えられた原動力は

まったこともありました。

くなったんです。栄養失調で倒れてし

精神的に追い詰められて高い声が出な

帰ったら４年間が無駄になる」と思うと、

目に「まだ何も残せていない、このまま

ないけど、本当に暗い毎日でした。３年

るというと華やかに聞こえるかもしれ

いるのに、自分はウィーンに住んでい

しろと。同級生は大学生活を楽しんで

トするけど、その後は自分でなんとか

年間です。両親からも４年だけはサポー

田中 いちばんつらい時期は最初の４

みて、一番努力したときはいつですか？

では行けないと思います。振り返って

ないと世界に誇れるというレベルにま

年間 が 全 て 否定 さ れ た よ

当時 の ピ ア ノ の 先生 に 相談 し

厳しい環境の歌の本場︑ウィーンへ

らダメで終わるだけと思って
（笑）
。紹

くにもう少しいたいと思うことが多い

た と し て も、

信じられないということは「道を 変 え

介 し て い た だ い た 歌 の 先生 が た ま た

中で、単身 歳で外国に行くのはすご

素質と努力が

な い と い け な い 」。そ う 思 っ た 時 は、

まウィーンから帰ってきたばかりだっ

い決断ですね。

た。そして、たまたま私の声の種類が

18

17
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いた。
「このまま私は歌から逃げて辞め

うちにふと歌を口ずさんでいる自分が

たり、新しいことを始めたりしている

となぜか思ったんです。クラブで踊っ

を楽しまないといい音楽家になれない」

された時期なんでしょう。

だからその４年間は、ものすごく努力

く時間が長く感じるものだと思います。

を使って工夫をしている時はものすご

ている。つらい思いをして、いろいろ頭

況になりまし

ちは厳しい状

り、音楽家 た

トがなくな

でコンサー

た。もともと
音楽家という

これでなんとかプロで行ける！と思っ
たのは何歳の時ですか？

ていいのか？」と自問したら、またもう
一人の自分が「絶対いや」と言ったんで

職業はあまり

全国どこにでも見に行って、その人の

田中 今でもないです。今自分がこの

技のエッセンスをコピーしました。

す。もう 回やろうと決めて丁寧に練

るの？」「稼げないんだったら、ユーチュー

田中 私も、ヨーロッパに住みだした

守られていな

バーの方がいいよ」と思わないように、

頃は外国の人の真似をしていたんです

場にいることがいつも奇跡だと思って

きちんと自分の足で立っていける職業

が、真似は本物になれない。おっしゃる

習をしたら、声も戻ってきました。その

として確立しないといけないのかなと。

ようにエッセンスを見つけて、それだ

いと感じてい

最近の子ども達を見ていると現実主義

けは吸収するよう努力しました。同じ

います。

的な子が多いですから
（笑）
。

ですね。

後に初めて出た国際コンクールでスカ

市長 すばらしいですね。私もさまざ

市長 田中さんのように世界で活躍す

て、子 ど も 達

まな方面で活躍されている方と対談を

る人がいることは、子ども達や舞鶴で

市長 これだけ認められていてもまだ

して感じたのは、 、 代くらいから他

生まれ育った方がこのまちに誇り持つ

ウトされデビューが決まりました。４

の分野の有名な人と知り合って、ジャ

１つの要因にもなります。この対談で、

が「音楽家になっても将来食べていけ

ンルが広がり、層も厚くなっていく。ま

自分の道は自分で切り開き、世のため

上を目指されているんですね。
クラシックに触れるきっかけを作る
市長 ここ数年は、取材やテレビで、ク
ラシックやオペラの世界を多くの人に
知ってもらうおうと活動をされていま

さに田中さんも人のつながりが広がる

人のために頑張ること、出会いやきっ

年は短いと言われますが、私としては

間は皆さん長いでしょ。ところが年を

すぐに時間が経ちます。小学校の６年

市長 楽しいことをしているときは、

年くらいに感じました。

1

重ねるとあっという間に５年くらい経っ

すね。
田中 クラシックは格調

段階で、どんどん階段を上っておられ

かけの大切さを市民の皆さんに伝えら

れたと思います。

田中 こちらこそ、ありがとうござい

今日はどうもありがとうございました。
ないので、そういう分野では活躍でき

ました。
げるために手術のうまい医者がいたら

ないですが、元は医者ですから、腕を上

ましいなと思っているんです。才能が

私は、芸術文化が得意な方はうらや

るように思います。

40

が高くて…という方もあ
りますが、私個人的には
高さを下げる必要は全く
ないと思っています。そ
の場所を保ちつつどのよ
うにすれば皆さんに興味
を持ってもらえるかを考
えると、皆さんが見る番
組で歌うということも大
の活動と
SDGs

事なのかと。
それも

関わっていて、コロナ禍

7

30

30

変わる仕事と変わらない支援

私と企業のマッチング

小さい頃に思い描いた「将来なりた

令和元年「小学生白書」
（学研教育総

い職業」は覚えていますか？

合研究所）によると将来なりたい職業

ランキングは、１位パティシエ、２位

などのネット配信者、３位医
YouTuber

師（歯科医師を含む）
、
４位プロサッカー

選手、５位プロ野球選手でした。平成

元年では、１位保育士・幼稚園教諭、

２位プロ野球選手、３位小・中・高校

の先生、４位一般サラリーマン、５位

年の間に職業に対する価値観が変化

プロ野球選手以外のスポーツ選手。約

《産業創造・雇用促進課》

いきましょう。

る窓口や働く場について一緒に学んで

とつです。そんな大きな選択を支援す

す。仕事は人生の中で大きな選択のひ

選択の幅を広げ、自らを助けてくれま

あるのでしょうか。知っている情報は

では、舞鶴にはどんな仕事や支援が

てくれる窓口があります。

得手不得手を考慮した助言や支援をし

があるのでしょうか。価値観や個人の

いう強い思いに対してどのような支援

れです。また「この仕事がしたい」と

ベートを重視する、選び方は人それぞ

事にする、高い収入を求める、プライ

な選び方をしますか？好きなことを仕

多様化する「職」
。あなたはどのよう

していることが分かります。

30

8
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�舞鶴の有効求人倍率

45

56

に求人募集をしているときは、

に対し、令和元年度には１・

10

倍まで回復し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けている

現在でも１・ 倍（４～ 月の

平均）と１倍以上を維持。さら

に舞鶴市では、１・ 倍と全国

平均よりも高い求人倍率を示し

ていることから「より就職しや

すい」まちであると言えます。

ただし、図②のグラフでも分

かるように、全体として高い求

人倍率を維持しているものの、

業種によっては大きな差があ

32

11

求職者（仕事を探している人）にとっ

R2※
H30
R1
※R2は10月まで

有効求人倍率は１を上回り、数

H29

て現在、どれだけ仕事があるかを表す

H28

値が大きいほど「就職しやすい」

H27

傾向にあります。

H26

り、比較的人気の高い事務職な

どの職業は求職者数に対して求

人が少ないため、０・４倍と低

い値です。逆に建設業などの職

業は求人倍率が ・２倍と非常

に高く深刻な人手不足の状態に

あることを表しています。

10

H25

舞鶴

数値として「有効求人倍率」があります。

H24

京都

有効求人倍率とは、求職者１人に対し

H23

全国

有効求人倍率の推移を図①の

H22

0.73

1.10

て何件の求人があるかを示す数値で「就

0.55

0.45

0.30

0.68
0.68

1.06

1.11

グラフで見てみると、リーマン

0.50

0.69

0.56

0.54
0.51

0.70

0.94

1.32

1.58
1.56

ショックの影響があった平成

0.59

1.24
1.20

1.39

職のしやすさ」の目安となる指標です。

0.90

0.97
0.97

0.82
0.81

1.36

1.39
1.33

1.61

年度の有効求人倍率が０・ 倍

1.10

1.53 1.57

例えば、求職者１００人に対して求人

1.37

1.19
1.11

1.30

1.42

1.62

が２００件あるとき、有効求人倍率は

1.54

1.50

（全国・年度平均）であったの

倍

1.70

２・０倍です。

人手が足りず、多くの企業が積極的

【図①】有効求人倍率の推移（全国・京都・舞鶴）

【図②】業種別求人・求職バランスシート（令和２年10月・フルタイム）
250

求人募集数
200

求職者数

求人倍率

※求人募集数・求職者数は左目盛（人）、
求人倍率は右目盛り
（倍）
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10.00

10.20

100

た職選びができるのか、など不安や悩み
を抱える求職者を応援するのがジョブ・
サポートまいづる（以下ジョブ・サポ）
です。ジョブ・サポは、国（ハローワー
ク）
・府（北京都ジョブパーク）
・市が一
体となったワンストップ窓口で、就職活
動の相談や職業訓練などを通じて働くま
での道のりを支援しています。

生活の不安がある人へは自立就労個
別相談、自己分析や面接の練習など就
職活動を応援する就職個別相談、ひと
り親や働きたい女性の総合相談をする

セミナーではスキルアップも目指せま

などパソコンの基礎が学べるパソコン

京都ＪＰカレッジ、ワードやエクセル

マナーやコミュニケーションを学べる

しています。相談のほかにもビジネス

来所者のニーズに合わせた支援を紹介

制度もあり、手厚い支援で市内の介護職

できます。介護の資格取得などへの助成

に訪問し、現場の雰囲気を感じることが

中から条件の合った施設に推進員と一緒

きていませんが、市内にある介護施設の

ある人の話を聞き、現在はコロナ禍でで

員」を配置しています。介護職に興味が

マ ザ ー ズ ジ ョ ブ カ フ ェ 巡 回 相 談 な ど、

す。このような相談やセミナーなどは

関連記事 ㌻。

づるのカレンダーで紹介しています。

※紹介した相談などは毎月、広報まい

を応援しています。

▲その人に合う介護職場を一緒に探すマッチング推進員
◀受け付け（上）で要望を聞き、求人を探す（下）

無料で、あなたのやる気の手助けにな
るはずです。
また、７年前から介護職の人材不足を
少しでも解消するため「マッチング推進

31

就職までのワンストップ窓口

▪ジョブ・サポまいづる
浜 66 商工観光センター
４階、☎ 63・0810
【利用時間】
月～金曜日９時～ 17 時

働きたいけど、就職活動や自分に合っ

ジョブ・サポ

▲就職個別相談を勧めるジョブ・サポ職員

10
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あなたと仕事を
マッチング
ハローワーク舞鶴

上）個別相談に応じるハローワークの職員
中）入り口には求人情報やイベント情報など
下）求人企業は写真や製作品付きで紹介

ハローワークでは企業からの求人募集の受け付け、仕事
を探している人への相談・紹介、雇用保険の手続き、助成
金の受け付けなどの業務をしています。
仕事探しの相談では、希望する条件の求人を一緒に探
し、企業へ紹介します。求人内容で聞いてみたいことがあ
る場合も相談ください。企業とのやりとりが多いため蓄積
された情報があり、企業に問い合わせることもできます。
応募する前に、少しでもミスマッチが減るよう調整し、
企業にとっても求職者にとっても良いマッチングになるよ
うに心掛けています。希望があれば、毎回、同じ相談員が
担当し、予約もできます。履歴書の添削や面接の受け方
もアドバイスできるので、職業訓練について知りたい、ま
た受講したい人もお尋ねください。そのほかにも、就職面
接会や各種セミナーなども府や市と連携して実施していま
す。昨月は子育て世代とシルバー世代対象の面接会を実施
し、たくさんの参加がありました。
ジョブ・サポートまいづるは東舞鶴にあり、職業に関す
るカウンセリング、セミナーなどとハローワークの職業紹
介をワンストップで実施しているので「西舞鶴まで行くの
は遠いな」と思う人はぜひ活用ください。
現在、ハローワークインターネットサービスで、求人情
報を検索できます。検索の仕方やネットで見ただけでは分
かりづらいこと、条件面で聞いてみたいことなどは、気軽
にハローワークへお尋ねください。
自分には合わないかもと見逃してしまう求人も、本当は
マッチングする求人かもしれません。相談するうちに「こ
の仕事も向いているかも」と可能
性を広げられることもあります。
一人でも多くの人に、ハローワー
クの支援を届けたいと思います。

ハローワーク舞鶴
所長
野田昌代 さん

最近ではネットが発達して企業などの情報が検索しやすく
なったため、来所者も減少しつつあります。しかし窓口では、
話していて気付くことやその人に寄り添った支援ができる強み
があるので、まずは来て相談してほしいです。支援の1つにパ
ソコンセミナーがあるのですが、受講された人の就職が決まっ
たとき「パソコンが使えるようになって、一歩踏み出せまし
た」という感謝の声をいただき、その人の背中が押せた気がし
てうれしくなりました。来所者に寄り添う分、就職が決まった
時の「ありがとう」には重みがあり、支援した人が働く姿を見
たときは遠くから見つめて「頑張れ」と応援しています。

11

一歩を踏み出す
ために支援する

ジョブ・サポート
まいづる
寺田祥恵さん

舞
のか鶴には
の 。市 どん
場」人に向 内の な企
を２ けて 若者 業が
か所 舞鶴 や求 ある
紹介 の「 職中
しま 働
す。 く

松井アーキメタル㈱

（上）日差しが差し込む新社屋（下）工場も広くなり作業もしやすく

り込み、明るく温かみのある木造社屋

を新築。業務が効率的にできるよう、

また女性にとっても働きやすい環境に

なるよう、重い商材をスムーズに運搬

できる荷物用昇降機を導入するなど細

部にも工夫があります。また、昔は積

み上げて管理していた重く大きな材料

もＩＣＴを活用した立体自動倉庫を導

入したことで、
負担も大きく 分かかっ

昭和 年と歴史も古いです。以前は卸

す。創業は昭和 年、舞鶴への進出は

寄せから製造、運搬までを行っていま

関西ではめずらしく、鉄鋼品の取り

た屋根を体感してほしいですね。

風も気持ちいいので、ぜひうちで作っ

上にも上れるのですが見晴らしもよく

年の開催を目指しています。社屋は屋

はコロナ禍でできませんでしたが、来

油谷紀彦 さん
売りだけの業務でしたが、時代の変化

毎年４月に展示会をしていて、今年

られる人が向いているかもしれません。

と時間をかけずに質が上がるかを考え

仕事は満足せず、日々どうすればもっ

受け継がれる工夫も模索中です。この

の代へつなげ、人が変わっても技術が

その人にしかできない高度な技術も次

もらえるように奮闘しています。また、

たらなんとかしてもらえる」と言って

い作業もありますが「松井さんに言っ

屋根の板金など、急ぎのものや難し

を始めたりしたいと思っています。

分は営業範囲を広げたり、新しいこと

できるようになりました。効率化した

ていた作業が、パソコン入力で２分で

30

働きやすく頼られる会社に

▼立体自動倉庫

23

入れました。昨年の９月から社屋と工

喜多１番地 、☎ ・２２８１

松井アーキメタル㈱舞鶴営業所
た。働く環境を大切にと、自然光を取

場も新しく広くなり、社員も増えまし

で仕事の内容も変わり、製造業も取り

48

48

76
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舞鶴の元気な企業の１つに

会社にも還ってくると思います。そし

ちの活力が上がれば、その恩恵は必ず

中田４５０、☎ ・０３３１

㈱ホリグチ

てその元気な企業の中核になれるよう
努力していきます。舞鶴に対する地元
誇りある企業づくり、まちづくりをこ

㈱ホリグチ
したが、今は２～３年で世の中は変化

れからも頑張ります。

社ＨＯＵＫＯの一員も務めています。

さと納税の受け付け業務をする合同会

運営などを行い、今年から舞鶴市ふる

売、ＥＣサイト「北京都逸品百貨店」

ＷＥＢページ制作、土産物の開発・販

地域情報サイト「まいぷれ」の運営や

た。現在は火力発電所の保守をはじめ

会社の事業内容は大きく変わりまし

社ですが、時代とともに多様性を持ち

１９４１年に建設業で歩み出した会

できることも多いです。元気な企業が

社ではできないことも連携すれば対応

が地域の力になると考えています。一

ており、地元で人やお金が流れること

で」という考えは全ての事業に一貫し

ています。
「舞鶴でできることは舞鶴

元の会社を紹介したり、委託したりし

できないことはつながりのある地

の仕事にもつながりました。自社に

の技術を生かし、ＷＥＢページ制作

り、
運営５周年を迎えた「まいぷれ」

る？」という声をいただくこともあ

10

愛を子ども達世代に引き継げるよう、
します。企業も時代の流れに即して変
化し、適応していく必要があると考え、
新規事業の立ち上げや衰退事業の
縮小を行い多様化しています。理想
は野球のように１～９番のライン
ナップが組める企業です。現在は社
員の７割ほどが関わっている火力
発電所の保守事業が４番バッター
ですが、将来の４番バッターの育成
も含めて９本の柱を作っていく事
業展開をしています。

手広くたくさんの事業を展開するの

多くなれば、まちの活力も上がり、ま

お 客 さ ま か ら「 こ ん な こ と で き

は、リスク分散と速い時代の流れに対

右）地域情報サイト「まいぷれ」制作風景
下）肉のＡＢＣフーズさんのＥＣサイトの
相談にのる児島さん

堀口宏之 さん（左） 児島信行 さん（右）
応するためです。 年ひと昔と言いま

13
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68

No.83

シリーズ

合い心が通い合う、お互いさまの心

やかな体」
、そ し て 人 と 人 と が 助 け

み「確 か な 学力 」や「豊 か な 心 」
、
「健

教育の推進を地域社会全体で取り組

史、文化などの地域資源を生かした

豊かな自然環境の中で、特色ある歴

して、小中一貫教育の推進や本市の

拓く子ども」を育てたい子ども像と

鶴を愛し、夢に向かって将来を切り

上 に 重要 で す。市 で は「 ふ る さ と 舞

域ボランティアが登下校の見守りを

こ の 他 に も、見守 り 隊 や ＰＴＡ、地

に子ども達を指導したりしています。

ま っ た「 ま ち の 先生 」が 教員 と 一緒

ツ教室団体を組織したり、公募で集

また、保護者が中心となってスポー

休日の居場所づくりを進めています。

験活動を行い、子ども達の放課後や

身近な学校施設を活用して学習・体

では、スポーツ教室や文化教室など、

「学校支援ネットワーク﹃なかすじ﹄
」

14
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市民と共に進めるまちづくり

第７次舞鶴市総合計画に基づき、まちづくりの方向性や
市の取り組む施策・事業をお伝えする「市政の今」
。今回は、
地域住民などの参画による「学校を核とした地域づくり」
の取り組みについてお伝えします。

学校・家庭・地域社会で子ども達

進めています。
展する中、将来を担う子ども達への

の「生きる力」を育み、健やかな成長

人口減少や少子高齢化が急速に進
教育 や 文化・ ス ポ ー ツ の 振興 な ど、

を 促 す た め 平成

年 に 設立 さ れ た
教育の果たすべき役割はこれまで以

を育むなどバランスの取れた人材の

行うなど、地域の多くの人々が学校

教育に関わることで、子ども達にとっ

てもコミュニケーション能力を身に

付けたり、多様な学びを体験したり

することにつながっています。

ふるさとを愛する心を育むことを目

子 ど も と 地域 の つ な が り を 深 め、
ます。そこで、地域と学校が連携し、

年に発足した「青葉中学

的 に 平成

庭の教育力の向上が必要となってい

子どもの教育の原点である地域や家

都市化 や 核家族化 が 進行 す る 中、

�地域で支える学校教育

育成を目指しています。

13
地域全体で学校を支える取り組みを

24

地域社会で支える
教育と子育て支援の充実

城北中学校区小・中学校合同のフジバカマの植栽（旧青井小）

ふじばかままつり（旧青井小）

き に で き る こ と を 」を 合言葉 に、年

校地域支援協議会 」で は「 で き る と

地域の活性化にもつながっています。

じばかままつり」が開催されるなど、

す。小学校が閉校となった地域で「ふ

域ぐるみで子ども達の学びや成長を

学 校、家 庭、地 域 が 一 体 と な り 地

�子どもの成長から地域の創生へ

回 の あ い さ つ 運動 を

間を通し、週

は じ め、学校行事 へ の 参加、環境整
教育支援活動を行うほか、学校と一

支 え「学校 を 核 と し た 地域 づ く り 」

備や生徒への講話など、さまざまな
緒に地域行事でのボランティア活動

ことを子ども達が実感することで「自

に見守られ、支援してもらっている

活動に取り入れ、地域の皆さんに常

子ども達と地域の皆さんの思いを

の創生にもつながっていくことが期

さんが相互のつながりを深め、地域

将来を担う人材の育成と、地域の皆

学校が意見を出し合う中で、地域の

子 ど も の 成長 を 軸 と し て、地域 と

として連携・協働を行っています。

を目指し、地域と学校がパートナー

や河川の清掃活動などにも取り組ん

分たちも地域のためにもっと貢献し

待されています。

でいます。

たい」という意欲やふるさとへの愛

市民の皆さんと共に取り組みを進め

ど も 達 の 成長 を 支 え て い け る よ う、

今後 も、地域全体 で 未来 を 担 う 子

着心、将来にわたり地域に根差した

「城北中学校区地域支援協議会」で

ことにもつながっています。

ていきます。

活動を大切にしようとする心を育む

は、校区一斉あいさつ運動や見守り

進めていきます。
▶詳しくは、学校教育課（☎
66・1031）へ。

活動、学校 の 環境整備 の ほ か、生 け

今号の施策に関するご意見

花や囲碁、おせちなどの伝統料理の

やご感想をお寄せください。
皆さんと一緒にまちづくりを

教室 を 開 い て い ま す。中 で も、城北
中学校生徒会が行う「夢プロジェク
ト」の一環であるフジバカマを植栽
し、旅する蝶・アサギマダラを飛来
さ せ る 取 り 組 み は、苗 づ く り や 小・
中学校合同 で の 植栽、贈呈式、手入
れ、観察会、匂 い 袋 の 作成 な ど の 活
動を、校区の４小学校も巻き込んで

15

2

行う特色ある取り組みとなっていま

施策に関するご意見を

青葉中学校区の一斉あいさつ運動
まちの先生の生け花クラブ（中筋小）

親子でクッキング（中筋小）
放課後の居場所づくり「とんぼクラブ」
のロボット研究室（中筋小）

ペットボトル、
プラスチック容器包装類(新規）

POINT

～５つのポイントを紹介～

埋立ごみ(新規）

７月からごみ処理手数料が変わります。

可燃ごみ
（事業用）

ごみの減量とリサイクルは、私たちが今できる環境問題への身近な取

可燃ごみ(家庭用）

《生活環境課》

10㍑
20㍑
30㍑
45㍑
90㍑
45㍑
75㍑
90㍑
20㍑
30㍑
45㍑
20㍑
30㍑
45㍑

価格（１0枚あたり）
改正後 改正前
100円
80円
200円 170円
300円 260円
450円 400円
900円 790円
450円 400円
700円 620円
900円 790円
200円
300円 なし
450円
160円
240円 なし
360円

り組みです。

袋の区分

今回の見直しは、有料化の対象を不燃ごみにも拡大して、ごみの減量

不燃ごみのうち「ペットボトル、プラスチック容器包装類、埋立ごみ」
の排出には「指定ごみ袋
（有料）
」が必要になります。また、可燃ごみの
指定ごみ袋の料金も上がります。価格は下表のとおりです。

やリサイクルをさらに進めようとするためのものです。舞鶴の環境をよ

01 ごみ処理手数料

り良いかたちで次の世代に継承し、市民の将来的なごみ処理の費用負担

をできるだけ小さくするため、ご理解とご協力をお願いします。

POINT

ペットボトル、プラスチック容器包装類を
▶廃止する回収ボックス ▶継続する回収ボックス

02 月２回収集

家庭ごみの中でも排出量が多く、保管スペースをとるペットボ
トルとプラスチック容器包装類の収集が月２回になります。

❖現在の不燃ごみ集積所と同じ場所で収集
❖ペットボトルとプラスチック容器包装類はそれぞれ分別して指
定ごみ袋で
（３月発
❖収集日は、令和３年度版「舞鶴市ごみ分別ルールブック」
行予定）
でお知らせ
❖月２回の収集に伴い、ペットボトル・プラスチック容器包装類の
拠点回収ボックスを廃止
（紙類
（資源ごみ）
、使用済小型家電の拠
点回収ボックスは継続）
不燃ごみ収集日

第1月曜

第1火曜

第１水曜

第1木曜

第1金曜

ペット・プラ容器類のみ収集日

第3月曜

第3火曜

第3水曜

第3木曜

第3金曜

ごみ処理手数料を見直します

7 月から

▲収集日の組み合わせ
（例）

教えて！Ｑ ＆Ａ

Ｑ 新たなごみ処理手数料の収入

はどのように使われるの？

Ａ 手数料収入はごみ袋の作製、ご

みの収集・運搬、焼却などごみ

処理費用に使われます。

Ｑ 不燃ごみの手数料は１か月あ

たりでどれくらいの負担にな

るの？

Ａ 市のごみ量をもとに試算すると、

２人世帯で１か月にペットボト

ルを１袋、プラスチック容器包

装類を２袋、埋立ごみを１袋出

す場合、１５３円の負担となり

ます。袋のサイズ、店頭回収の

利用などで家計への負担は小さ

くなります。

Ｑ 指定ごみ袋はどこで買えるの？

Ａ 市内のスーパーやホームセンター

な ど の 舞鶴市指定 ご み 袋取扱店

で販売します。販売開始は５月頃。

Ｑ 指定ごみ袋以外の袋で不燃ご

み集積所に出された不燃ごみ

はどうなるの？

Ａ 収集しません。注意喚起のため、

収集できない理由を示したシー

ルを貼り、不燃ごみ集積所に取

り残します。

2021 広報まいづる １月号

16

POINT

04

POINT

03 高齢者などの

在宅医療で発生するごみの
排出支援

ごみ出し支援戸別収集

在宅医療で発生する点滴・透析バッグなど、プラス
チック製のごみについて、次のとおり排出方法を変更
します。
❖可燃ごみとして地域の可燃ごみ集積所に出せるように
❖吸たん機などの機器類についても不燃ごみ集積所に
出せるように
❖おむつ専用ごみ袋と同様に、申請で専用ごみ袋を配
布
（１人年間100枚、腹膜透析バッグ利用者は200枚）
※生活環境課、西支所、加佐分室、各公民館で申請可

POINT

05

自分でごみ出しができない高齢者
や障害のある人で、ホームヘルプサー
ビスを利用し、一定の要件を満たす人
を対象に、収集業者による戸別収集を
実施します。
※粗大ごみや引っ越しに伴う大量の
ごみは対象外
（税別）
❖料金の目安は1か月500円
❖可燃ごみを週１回、不燃ごみと紙ご
みを月１回収集
❖利用料金は月ごとに利用者が収集
業者へお支払いを

搬入受付手数料

清掃事務所とリサイクルプラザへごみを直接持ち
込む際は、右表のとおり受付手数料が必要になります。

手数料

清掃事務所
リサイクルプラザ

１回200円
１回400円

▪次の理由で地域の集積所にやむを得ず排出できない
場合は、搬入受付手数料を免除します。この場合は、
指定ごみ袋に入れて搬入してください。
❖仕事や通院などで朝8時までにごみを排出できず、
申請者以外の同居人にも同様の排出できない理由
がある場合
（事前に清掃事務所、リサイクルプラ
ザへの登録が必要）
▪次の場合は搬入受付手数料は不要です
❖古紙のみを搬入する場合
❖「紙おむつ類」
「在宅医療で発生する一部のごみ」
のみを専用ごみ袋で搬入する場合

▪家庭ごみは、指定ごみ袋でなくても搬入できます
〈清掃事務所への直接搬入〉

中身の見える透明・半透明な袋
（90㍑サイズまで
の袋）
で出してください。事業所のごみは引き続き指
定ごみ袋に入れて出してください。

〈リサイクルプラザへの直接搬入〉
ペットボトルとプラスチック容器包装類は無色透
明な袋、埋立ごみは中身の見える透明・半透明な袋
で出してください。

Ｑ 搬入受付手数料の支払いにク

レジットカードやキャッシュ

レス決済は使えるの？

Ａ 現金か回数券となります。回数

券は７月１日から販売します。

Ｑ 缶やびん、金属、有害ごみは？

Ａ 今回の有料化の対象ではあり

ま せ ん。ご み 集積所 へ の ご み

の出し方や収集回数はこれま

でのとおりです。

Ｑ 指定ごみ袋に入れて、施設に

ごみを持ち込む場合も搬入受

付手数料はかかるの？

Ａ 指定ごみ袋で持ち込まれた場

合も搬入受付手数料はかかり

ますので、ご注意ください。

Ｑ 自治会に加入していない人へ

はどう周知するの？

Ａ 窓口でちらしを配布するほか、

ホームページ、メール配信など

で も 周知 し ま す。要望 が あ れ

ば必要部数のちらしをお渡し

します。

Ｑ 有料化などで不法投棄が増え

ませんか？

Ａ 不法投棄防止パトロールや啓

発看板の提供などを継続して

実施します。
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ごみ処理施設
（搬入場所）

新型コロナウイルス 中小事業者の
固定資産税軽減は２月１日までに申告を

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた中小事業者等の固定資産税軽減
措置は２月１日㈪までに申告を。
対象や申告方法などは、市ホームペー
ジにも掲載
（左コードからアクセス可）
。

▼詳 し く は、税務課（☎ ・
１０２７）
へ。
固定資産税
︵償却資産︶
の
申告をお忘れなく

償却資産を所有している事業者は、

月 日現在の状況を２月１日㈪までに

1

申告してください。早めの申告にご協力
をお願いします。

【申告先が変わります】
これまで、償却資産の申告は市の税務

都地方税機構への提出になります
（郵送

【変更の内容】

どの太さの水を流しておくのも有効

蛇口など凍った所に布をかぶせ、ぬる

【凍結したら】

区分見直しに伴う、用途地域の変更、及

ま湯をかける
（熱湯だと破損やひび割れ

喜多地区、堂奥地区、小倉地区の区域

※中小事業者の固定資産税軽減措置の

び、計画道路の廃止、堂奥土地区画整理

可）
。
適用を受ける場合は市税務課が申告

することがあるのでご注意を）
。

【利用方法】
①１つ目の病院を受診後、窓

❖舞鶴赤十字病院

❖舞鶴医療センター❖舞鶴共済病院

【対象公的病院】

しています。

用する場合に運賃相当額を助成

診するため京都交通のバスを利

同日中に複数の公的病院を受

公的病院間のバス運賃を補助

０２８）
へ。

▼詳しくは、お客様サービス課（☎ ・１

事事業者に修理を依頼
（有料）
。

て水を止めてから、市指定給水装置工

メーターボックス内の止水栓を閉め

【破損してしまったら】

事業の廃止、堂奥地区計画の廃止。

▼詳しくは、都市計画課
（☎ ・１０４８）

区計画の決定。

小倉・堂奥地区並びに堀地区での地

先になります
【償却資産とは】
法人や個人で工場・商店などを営ん
でいる人が、その事業に用いることが

へ。

くみ取り口付近の除雪にご協力を
くみ取り作業に時間をかけず多くの
家庭の収集ができるよう、積雪時には
《生活環境課》

くみ取り口付近の除雪にご協力をお願
いします。

水道管の冬じたく
早めの防寒対策を
気温がマイナス４度以下になると、水
道管が凍結し、破損することがあります。
早めの防寒対策をお願いします。

運賃支払い後に運転手から助成券に確

口 で 助成券 を 受 け 取 る ② バ ス 降車時、
❖水道管の保温…市販の保温材や布切

認印をもらう③次の病院の受診後、助

成券を窓口で提示し、運賃相当額を受

▼詳しくは、舞鶴地域医療推進協議会
（地

け取る
（病院の行き帰りは対象外）
。
はメーターボックス内の止水栓を止め、

域医療課内、☎ ・１０５１）
へ。

❖少量の水を流す…夜間に ～ ㎣ほ

一番低い位置の蛇口から水を抜く

❖水道管の水を抜く…長時間不在の時

どを巻く

れなどで管を包み、ビニールテープな

【防寒方法】

66

できる機械・器具・備品などのこと。
【問い合わせ先】京都地方税機構事務局
（☎０７５・４１４・４５０３）
へ。
《税務課》

舞鶴市都市計画審議会の結果
舞鶴都市計画の次の内容について可
決しました。
【内容】
❖舞鶴都市計画用途地域の変更
（喜多地
区、堂奥地区、小倉地区）
❖舞鶴都市計画都市計画道路の変更
（溝
尻 堂 奥 線（廃 止 ）
・ 堂 奥 多 門 院 線（廃
止）
・小倉西舞鶴線
（変更）
）
❖舞鶴都市計画土地区画整理事業の変

更
（堂奥
（廃止）
）
❖舞鶴都市計画地区計画の変更
（堂奥地

区
（廃止）
）
❖舞鶴都市計画地区計画の決定
（小倉・

堂奥地区）
❖舞鶴都市計画地区計画の決定
（堀地区）
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くらしの情報

課でしたが、今回の申告から一括で京

4

66

66
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Information
Information
1
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くらしの情報

入園や入学などの集団生活に備えて、

子どもの予防接種
市では、情熱を持ち、気力あふれる優

市職員採用ＰＲ動画を公開

成 年４月２日～ 年４月１日生まれ）

今年４月に小学校へ入学する児童
（平

新１年生の入学通知を送付

め の基本指針となる「舞鶴市第８ 期高

市では、高齢者施策を推進していくた

パブリック・コメント
生き生きとした長寿社会に向けて

の入学通知書を今月下旬に保護者あて

▼詳しくは、学校教育課
（☎ ・1072）
へ。

策定を進めています。

このたび、計画
（案）
がまとまりました

ので、市パブリック・コメント手続制

度
（市民意見提出制度）
に基づき、市民の

大規模の降雨」により堤防の決壊など

「概ね千年に一度の割合で発生する最

保健福祉計画
（案）
に対する意見」と明記

話番号 を 記入 し「舞鶴市第 ８ 期高齢者

【提出方法】様式は自由。住所、氏名、電

皆さんから意見を募集します。

が起こった想定で、河川が氾濫した場

し、郵送か持参、ファクス、市ホームペー

洪水浸水想定区域図を公表
府管理の市内６河川

齢者保健福祉計画」（令和３～５年度）
の

秀な人材を確保するため、就職活動を
迎える学生の皆さんに向けた「市職員
に送付。

予防接種を受けましょう。定期予防接
種には接種期限があり、期限を過ぎる
採用ＰＲ動画」を作成しました。

▼詳しくは、健康づくり課
（☎ ・００

まれる仕事や、全国に誇れる先進的な
取り組みを「舞鶴市役所の仕事の魅力」
として、担当した若手職員が紹介。

合の浸水状況を表す区域図を京都府が

今後、技術職員や保育士などの専門職

へ
（左コードからアクセス可）
。匿名、電

話、口頭による意見は受け付けません。

【募集期間】
１月５日㈫～２月３日㈬

【
（案）
の公表場所】
高齢者支援課、市政情

報コーナー、西支所、加佐分室、中・東・

西・南公民館、大浦・城南会館、東・西

図書館。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

66

ています
（左コードからアクセス可）
。
の動画なども追加していきます。

市内では河辺川や福井川など つの
府管理河川について公表されました。
市では、これらの情報を基に洪水ハ
ザードマップを作成し、新たな防災対
策を講じていきます。
【今回公表された河川】
瀬崎川、大丹生川、河辺川、朝来川、吉
野川、福井川

また、意見の概要と意見に対する市の

た 意見 な ど を 考慮 し て 最終案 を 作成。
想定区域図 は、府中丹東土木事務所

公表しません）
。

考え方を整理し公表します
（氏名などは
ジでも公開
（左コードからアクセス可）
。

（綾部市）
で閲覧できるほか、府ホームペー

【閲覧できます】

ジ問い合わせフォームで高齢者支援課

作成。

動画は、市ホームページなどで公開し

66

▼詳しくは、高齢者支援課
（☎ ・１０

１３、ＦＡＸ ・７９５７）
へ。
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接種期限
１価は生後２か月から24週まで、５価は生後２か月から32週まで
（令和
ロタウイルス
２年８月１日以降に生まれた人のみ）
。
ヒブ、小児用肺炎球菌
生後２か月から５歳の誕生日の前日まで
B型肝炎
生後２か月から１歳の誕生日の前日まで
生後３か月から７歳６か月になる日の前日まで
乳 四種混合１期
生後５か月から１歳の誕生日の前日まで
幼 ＢＣＧ
児 麻しん風しん
（ＭＲ）
１期
１歳の誕生日から２歳の誕生日の前日まで
水痘
（水ぼうそう）
１歳の誕生日から３歳の誕生日の前日まで
日本脳炎１期
３歳の誕生日から７歳６か月になる日の前日まで
小学校就学前の１年間（平成26年４月２日から27年４月１日生まれの人の接
麻しん風しん
（ＭＲ）
２期
種期限は３月31日㈬まで）
児 日本脳炎２期
10歳の誕生日から13歳の誕生日の前日まで
童 三種混合２期
12歳の誕生日から13歳の誕生日の前日まで
※児童はいずれも対象年齢時に個別通知

職員の創意工夫、独創的な発想から生

と有料になります。

27

▼詳しくは、危機管理・防災課
（☎ ・
1089）
へ。

19

6

66

人口 79,114 人（+225 人） 世帯 34,589 世帯（+252 世帯）
男 39,531 人（+228 人） 女 39,583 人（-3 人） ※令和２年 12 月１日現在の推計人口。（ ）内は前月比

市の人口と世帯数

26

▼詳しくは、人事課
（☎ ・１０６６）
へ。
66

６５）
へ。

予防接種名

Information
Information
くらしの情報

パブリック・コメント
地域の宝 文化財の保存活用に向けて

市では、過疎化・少子化 な ど に よ っ

このたび、計画
（案）
がまとまりました
ので、市パブリック・コメント手続制
度
（市民意見提出制度）
に基づき、市民の

いつもと違う、初めての冬
新型コロナウイルス感染症に注意を

マスク着用や手洗い、うがい、３密
（密

地域の文化財の保存・活用に地域社会

話番号 を 記入 し「舞鶴市文化財保存活

【提出方法】様式は自由。住所、氏名、電

自でできる新型コロナ対策へのご協力

マスクを付ける「マスク会食」など、各

対策はもちろん、飲食時も会話の際は

集・密接・密閉）の回避など、基本的な

全体で取り組み、まちづくりに生かし

用地域計画
（案）
に対する意見」と明記し、

をお願いします。また、湿度 ㌫を目安

皆さんから意見を募集します。

て い く た め に「舞鶴市文化財保存活用

郵送か持参、ファクス、市ホームページ

て文化財が継承できなくなるのを防ぎ、

地域計画」の作成を進めています。

問い合わせフォームで文化振興課へ
（左

《舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策本部》

に適度に保湿するなど意識しましょう。

40
コードからアクセス可）
。匿名、電話、口
頭による意見は受け付けません。

感染リスクが高まる「５つの場面」

【募集期間】
２月８日㈪まで

③マスクなしでの会話

【
（案）
の公表場所】
文化振興課、市政情報
コーナー、西支所、加佐分室、中・東・西・
南公民館、大浦・城南会館、東・西図書館。
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

⑤居場所の切り替わり

④狭い空間での
共同生活

た 意見 な ど を 考慮 し て 最終案 を 作成。

66

②大人数や長時間
におよぶ飲食

①飲酒を伴う
懇親会など

また、意見の概要と意見に対する市の
考え方を整理し公表します
（氏名などは
公表しません）
。
▼詳しくは、文化振興課
（☎ ・１０１９、
ＦＡＸ ・９８９１）
へ。
62
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かまぼこを舞鶴のソウルフードに

近海で水揚げされた新鮮な魚の生すり身と高品質な原料を配合し、２段階に分けて蒸し

が舞鶴かまぼこ協同組合の求

いた。そんなとき見かけたの

映像制作会社や工場などで働

親のことが心配で舞鶴へ戻り、

楽スタジオで働いていた。両

校へ進学。卒業後は大阪の音

を持ってメディア系の専門学

番組やアニメの効果音に興味

テレビっ子で、バラエティ

どみない返答に食欲をそそら

酌のおつまみにぜひ」と、よ

と醤油で、ちょっと贅沢な晩

がダイレクトに分かるわさび

ルフードになってほしい。味

手間の積み重ね。地元のソウ

「値段は、良い原料やかかった

がしますが、と聞いてみると

土産として買うことが多い気

名産品というと贈り物やお

を支える仕事もあるそうだ。

凍保管したりと、かまぼこ店

京都公演があるタイミングに

渡航費は、ちょうどオペラの

で映像制作会社も見つかり、

だが、昔働いたときの人脈

と不安は山積み。

か、スケジュールは合うのか？

からの渡航費なんて払えるの

そうだ。また、オーストリア

い」といつも以上に緊張した

のやり取りに「絶対ミスれな

の仕事、大手レコード会社と

るが、世界で活躍する歌手と

「失敗してもいいよ」と言われ

作った「かまぼこのできるま

た。時 に は 取引先 が 自分 の

白く」を意識した営業を行っ

みを生かして「見やすく、面

や映像の加工・編集という強

営業の仕事は初めて。写真

で」とまさかの快諾。すぐに

だめ元で連絡を取ると「喜ん

た。
「そういえば同級生だ」と、

田中彩子さんの名前が挙がっ

を作れないか…。会議の中、

舞鶴出身の人を起用して動画

にない特別なことがしたい。

禍。委員長なんだから、例年

が多かったが、今年はコロナ

ぼこの所の面白い奴」として

い」とのこと。また「舞鶴かま

子へ引き継がれていってほし

さを知る。そうやって親から

もがつまみ食いをしておいし

い、親が晩酌に買って、子ど

ほしい。祖父母が贈答品に買

り 物 が も っ と 人気 に な っ て

各地の名産かまぼこを含め練

今後の展望を聞くと「全国

田に張り付くように平たく広がることから。春の七草の「ホトケ

はロゼット状
（※）に広がり、長さ４～10㌢で羽状に分裂し先端は

本州・四国・九州の田に多く見られる越年草。根元から出る葉

数伸び、まばらに分枝する。早春、枝先に黄色の小頭花を付ける。

大きく、ほとんど無毛。茎は高さ10㌢位でロゼットの中央から多

頭花は舌状花のみで朝開き夕方には閉じる。名前の由来は、葉が

まいづる
花図鑑

ノザ」は本種とされる。田にまかれる除草剤の影響か、見掛けるこ

とが少なくなった。

※葉が地面に張り付くように放射状に並んだ状態

さん

中川 貴之

映像や音響の業界からかまぼこ業界へと転身した異色の経歴を持つ中川さん。かまぼこに

かける思いや新春対談にもつながった田中彩子さんとの対談にまつわる話を伺いました。

かまぼこ業界の異端児

人。母親から聞いて初めてか

れる。

で」の動画を店頭で流してく

頭の中で映像の構成を組み上

覚えてもらい、広告塔として、

かまぼこを親から子へ

味方してくれた。

仕事、縁、運。あらゆるものが

合わせることで解決できた。

まぼこが名産品だと知った。
「もしかして同じ世代も知ら

本業のほか、商工会議所青

運と縁でつないだ大仕事

歴を生かせば広められるん

年部の 周年事業実行委員長

ないんじゃないか？自分の経
じゃないか」と、かまぼこ業

れることもあったという。

げていった。商工会議所青年

かまぼこ人気を広めたいと話

も務める。これまでは講演会

他にも、組合には原料の魚

部で企画をするときは
（挑戦

してくれた。

界に飛び込んだ。

を工場でさばいたり、希少な

することが重要という意味で）

仕事のモットーは
「面白く」

原料を一括して買い付け、冷

21

【協力】瓜生勝朗／文化財保護審議会委員
（植物分野）

コオニタビラコ（キク科）

vol.169

40

舞鶴かまぼこ協同組合
あげることで生まれるプリプリの食感。手間暇かかったかまぼこの最高級品「舞鶴かまぼこ」
。

クイズに答えてステキな商品を当てよう！

広報クイズ
今年の新春対談はソプラノ歌手の

舞鶴の特産品やお土産などを抽選でプレ
ゼントします︒
問題の○に当てはまる文字や
数字をお答えください︒
ヒントは紙面の中に︒

︻広報まいづるアンケート︼
は、次のうちどれですか？

▪「広報まいづる」の内容の満足度
①大変良い ②良い

人権の輪

深化を重ね 子どもの心が育つ人権学習

白糸中学校 ホットハートプロジェクト

ちだ！」との思いで、人権学習「ホットハー

取り組み後のまとめ集会では「ここを

の過程で人権の大切さを実感しています。

の気持ちや立場を考えること」であり、そ

トプロジェクト」に十数年前から取り組

工夫したらもっと良くなる」「もっと伝わ

「いじめのない学校をつくるのは自分た

んでいる白糸中学校。昨年度の 年生は、
教室での学習に加え、小学校を訪問したり、

るようにしたい」「今度は挨拶をがんばろ

③不満 ④大変不満
▪広報まいづる１月号で興味・関

「なぜ勉強するのか」「言葉の暴力といじめ」

小学生には「他人との違いと思いやり」

切です。プロジェクトを終えた生徒の ・

の時期にこそ、人権意識を高めることは大

集団生活のなかで社会性を学ぶ子ども

しよう」「輪になって座り、疑問や質問に答

にもなるよ、と分かりやすい言葉で説明

どうだろう」「言葉は杖にもなるしナイフ

「
﹃傍観することもいじめ﹄と劇で伝えたら

権の輪は上級生から下級生へ、さらに小学

いました。子ども自身が気付き、学ぶ。人

人を大切に思う心がしっかりと根付いて

の大切さを理解するだけでなく、行動力や

考えて「行動できる」と答えました。人権

５㌫が、今回の学びを基に、人権について

えることで、中学校への不安が軽減させ

《人権啓発推進課》

生へと引き継がれていきます。

えることは、まさに「相手を思いやり、相手

育ちます。どうしたら伝わりやすいかを考

び付けることで、より実践的な人権意識が

教室で学んだ人権の大切さを行動に結

手紙を送りました。

安を抱える地域の一人暮らしの高齢者に

信しました。今年の春には、コロナ禍で不

害に遭わないように」特徴や注意点を発

また、地域の高齢者には「悪徳商法の被

たちで伝え方や内容を考えました。

られないか」とアイデアを出し合い、自分

権をテーマに、経験を交えて伝えました。

「ＳＮＳと夢を持つこと」など、身近な人

芽生えていました。

う」などの発表があり、自主性がしっかり

広聴課へ。
※応募は１人１通。当選者は全問正解
者の中から抽選のうえ決定。発表は発
送をもって代えさせていただきます。
※お寄せいただいた感想、
ご意見は、匿
名で広報紙に掲載することがあります。
アンケートやご意見の内容は抽選に影
響しません。

権の大切さを発信しました。

地域の高齢者を学校に招いたりして、人

１月 日㈪
（消印有効）までに広報

紙や市政へのご意見などを記入し、

りがな）⑤年齢⑥電話番号⑦広報

アンケートの回答③住所④氏名
（ふ

①クイズの答え②「広報まいづる」

ム
（左コードからアクセス可）」で

て）
」か「市ホームページ応募フォー

所不要 ）舞鶴市役所広報広聴課 あ

「はがき
（〒625︲8555
（住

︻応募方法︼

えてください

▪今年達成したい自身の目標を教

心を持った記事は何ですか？

3

﹁〇〇〇〇さん﹂

特集 変わる仕事と変わらない支援
私と〇〇のマッチング

国登録文化財に日の出湯 日本唯一︑
２件の文化財登録〇〇があるまち

月号プレゼント

いちごのタルトとお飲み物を
５組 名様に
自家製の焼き菓子と、スペシャリティコーヒー
が自慢のお店。ランチから提供しているハンバー
ガーやサンドイッチはボリュームたっぷりで人気。
こ の 時期限定
のいち ごのタル

60

79

▲生徒が作った発表用の資料

ト は 舞 鶴 の「元
気もりもり農園」
さんのいちごを
使ったオススメの

︻ 月号の答え︼
①生きる ②

③ブランディング

10

商品です。

※季節限定商品のため売り切れの場合があります。来店時は事前にご予約をお願いします。

１

2

3

❖提供⋮ Laboratoire
︵ラボラトワール︶
︵浜２００６︲ 、
☎ ・６６８０︶

85

25

12

10

問題
問題
問題

１

22
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糸井文庫

(

第 回

ま れ た り、絵画 に 描 か れ た

多くの人々に愛され、歌に詠

天橋立の景観は古くから

たんごあまのはしだて

にほんさんけいのうち

）

﹁海辺の京都 浮世絵コレクション﹂
日本三景之内 丹後天橋立
︻絵師︼
初代・歌川広重︻年代︼
天保年間
︵１８３０～１８４４︶
︻大きさ︼ ・８㌢× ・５㌢

り し て き ま し た。江戸時代

簡単レシピで手軽にヘルシー

まいづるレシピ帖

コロナ対策料理 第４弾

パンプキンとキャロットの
ポタージュ

作り方

①玉ネギは皮をむき１㌢のざく切り、ニ

ンジンは皮ごと５㎣幅のイチョウ切り、

カボチャは種と皮を取り除き、２㌢の

初期 の 儒学者林鵞峰 が 松島

玉ネギと塩を入れて混ぜ、蓋をして３

②鍋にオリーブ油を入れて中火にかけ、

大きさに切る。

（宮城県）
・宮島
（広島県）
と天

分ほど蒸らす。ニンジンとカボチャを

さんしょきかん

橋立を「三処奇観」（三つの優
かいばら えきけん

儒学者 の 貝原益軒 が 元禄

中火で柔らかくなるまで 分ほど煮る。

湯を ㎣ℓほど加える）
して鍋に戻す。

かくはん

（１６８９）
年に実際に天橋立
ひとつ

しさを「日本の三景の一」と
記し、これが日本三景という
言葉の始まりとされています。
今月紹介するのは、風景画
の 巨匠・ 初代広重 が 日本三
景をセットで描いた豪華な
作品です。江戸時代は庶民も
旅行を楽しむことができる
ようになり、浮世絵にも各地
の名所を描いた「名所絵」と
いうジャンルが登場し、人気
を博しました。コロナ禍で移
動の自粛が求められるなか、

ミキサーに残った具は、牛乳を加えて

材料［４人分］

コショウで味を調えて、沸騰直前で火

底からしっかりかき混ぜながら温め、塩・

更に攪拌してから鍋に戻す。中火で鍋

❖カボチャ…４００ɡ

を止める。

④器につぎ、クルトンを乗せ、粉パセリを

散らす。

❖塩…小さじ１

アップ、がん予防などうれしい効果も

たポタージュです。粘膜強化や免疫力

野菜の旨味と甘味がギュッと詰まっ
❖チキンスープの素…大さじ１

【協力】
谷口久美子
（食生活指導士）

満載です。
❖クルトン…適量 ❖粉パセリ…少々

❖塩・コショウ…各少々

❖オリーブ油…大さじ２

❖牛乳…２００㎣ℓ

❖水…４００㎣ℓ

❖玉ネギ…２００ɡ

❖ニンジン…１００ɡ

舞鶴の食材︙カボチャ、ニンジン、玉ネギ

（煮汁が少ない時は
③②をミキサーで攪拌

ンスープの素を加えて蓋をし、強火～

加えて２分ほど炒め合わせ、水とチキ

１人分 約２０９㌔㎉ 塩分約２・０ɡ

Vol. 55

を旅して、その眺めの素晴ら

2

れた風景）と称賛し、同じく

はやしがほう

今月は
「開運成就！」
がテーマ︒

※実物は 月 日㈰までふるさと発見館
︵郷土資料館︶
で展示中︒

33

浮世絵のなかで名所を楽し

15

33

31

んでみるのもいかがですか？

23

50
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ウズベキスタンの文化
国際交流員 レ・アルトゥル

ウズベキスタンの外国語教育
皆さん、外国語は話せますか？
今回は、ウズベキスタンの外国語教育
を紹介します。
私は、 歳から英語を学び始め、中学で

私も最初は全く聞き取れませんでした
が、授業では、英語以外を使ってはダメだっ
たので、分からない所は全て英語で質問し
ました。質問するために英語を勉強し、そ
れを繰り返すことで、いつからか霧が晴れ
たように英語が理解できるようになりま

本で例えるなら、英単語の読み方をカタカ

育の特徴があったからだと思います。日

のは「外国語を母国語化しない」という教

りました。今考えると、英語を習得できた

ど専門的なテーマで議論できるようにな

は日常会話、高校では経済や文化、歴史な

られますよ！

めげずに勉強を続け

した。目的があると、

い目的を持っていま

書かれた論文を読んでみたい！」という強

してください。私の場合は「海外の英語で

を習得して何をしたいのか？をイメージ

そして、大事なことがもう１つ。外国語

した。

ナ表記に直さず、ネイティブ発音で聞くと
《スポーツ振興課》

スクール構想の実現に
GIGA

12月号の人気記事
❖1位…教育の今‐生きる力を育む‐
（21票）
❖２位…まいづる元気人
（18票）
❖3位…まいづるレシピ帖
（13票）

①多世代交流施設「まなびあむ
（文庫山

症の感染予防、拡大防止の観点から、イ

令和２年は、新型コロナウイルス感染

から
（無理に脱がそうとするとやけどした

類は脱がさず衣服の上

冷やしてください。衣

都市部にはない自然と、お互いを思い

ましょう。鼻の中には何も入れず、鼻翼

鼻血を飲み込まないように下を向かせ

冷やしながら受診の電話を。

やる気持ちが残る本市の良さを、私たち

全体をしっかりつまみ、鼻中隔
（鼻
（こばな）

切さを実感する年となりました。

ベントや地域活動が制限されたことに
ミ ー モ

実証実験を実施③移住者数が年々増加。

はもっと誇りに思い、このピンチをチャ

の内部を左右に仕切る壁）
を圧迫しましょ

「 meemo
」の
MaaS

過去最高の年間 組 名を更新する見込

ンスにとらえ、本年は、皆さんと共に、地

う。次の方法でも止まらなければ受診を。

�鼻血

み④ごみ処理手数料見直し方針を策定⑤

方の良さを生かしたまちづくりをして

びちゅうかく

びよく

ジャパンマリンユナイテッド舞鶴事業所

いきたいと思います。

送迎を合わせた共生型

学園と東公民館の移転集約）
」開設に向け

市の教育現場を特集した記事に関心が集まりました。
教員
の他県への派遣やそれらを生かした取り組みの様子など、
学
皮膚が一緒にはがれてしまいます）
。

真っ先に流水で十分

�やけど

やけど︑鼻︑耳のトラブル

臨床研究部長 小松博史先生

監修 舞鶴医療センター

小児医療の虎の巻

応募件数
（12月14日時点）
88件
（フォーム51件、
はがき37件）

伴い、改めて、人と人とのつながりの大

向け、小中学生に１人１台端末配備が進む

工事に着手⑩

浸水対策を府市連携で実施。大手ポンプ場

ンブリッジが損傷し通行止め⑨西市街地

支援強化で保育士を確保し改善。⑧クレイ

実施⑦初めて待機児童が発生。保育士への

いうことです。

私が選んだ令和２年
舞鶴市 大ニュース
年頭 に 当 た り、令和 ２ 年舞鶴市 大

広報通信

た取り組み進む②公共交通と住民同士の

ニュースを選びました。

～ 12 月号広報クイズのアンケート結果を紹介～

の商船建造事業撤退が決定⑥特別定額給

37

新型コロナウイルス感染症に関連する文字が占める結果と
なりました。
今年は新型コロナウイルス感染症が１日でも早く
終息し、
少しでも日常の生活が戻ることを願うばかりです。
広
報まいづるも、
皆さんに分かりやすい情報はもちろん、
たくさ

んの笑顔が届けられるよう頑張ります。
今年もよろしくお願
いいたします！
《広報広聴課》

かく 分間押さえる。

❖途中で離して様子を見たりせず、とに

側をつまむ。

❖鼻血が出ている方だけでなく、鼻の両

❖1位…密
（10票）
❖２位…忍
（６票）
❖3位…粛 、禍
（５票）
２０２０年の今年の漢字と同じ
「密」
が最も多く、
２位以下も

❖ 度以上の発熱がある

❖耳だれがひどい

～当てはまったら受診しましょう～

耳の痛みのイエローカード

てみて、一晩は様子を見ても良いでしょう。

がなければ、鎮痛作用がある解熱剤を使っ

原因で多いのは中耳炎です。次の症状

�耳を痛がる

15

ドクターＴのひとりごと
〜その 〜
96

10

付金をいち早く給付。市独自の支援策も

15

校での机上の学習だけではなく、
地域や家庭とのつながりの
大切さ、
生きる力を育むことの大切さに共感する声が多数寄
せられました。
2020年を漢字１字で表すなら…？

痛がる

《地域医療課》

❖耳たぶの後ろの骨の部分が腫れて、

❖頭もひどく痛がる

38

7

10

24
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ホットな
健康情報をお届け！

マイ健康
通信

くといった体のリズムは「自律神経」で

コロナに負けない体で冬を過ごそう

１月20日㈬13時30分～16時

❖離乳食の話と体験

先着12人

無料

助産師相談

妊産婦、
新生児・乳児

１月13日㈬９時～11時

❖妊娠中の相談
❖産後や子育ての相談

先着
５人

無料

・ ００６５）

５～６か月児の保護者

問 健康づくり課（☎

離乳食教室

敵を討て

私たちの体には、日々たくさんの細菌

作られています。過度なストレスなど

Ｈ30.7.14～12.14生まれ

菌やウイルスに負けない「免疫力」

やウイルスなどの病原体が侵入してい

で自律神経が乱れると、病原体を攻撃

免疫力を高める方法の中でも、運動や

２歳児

❖趣味や音楽を楽しむなどストレスを

ます。しかし、そのほとんどは病気を発

する免疫細胞、白血球の働きが悪くなっ

食生活などの生活習慣を変えるのは難

感染症が例年に比べ激減しているとも

300円

ますが、空気が乾燥する冬場は長時間

感じない時間をつくる
❖体を冷やさず、温める
（冷たいものの

浮遊し、呼吸の際に体内に入りやすく
なります。冬は換気や加湿で、空気中の

飲食を控える。入浴時にはシャワーだ

❖笑うことを意識する。一人でも、複数人

けでなく、湯船につかって体を温める）

ウイルスを取り除くことも効果的です。
「病は気から」はホント

症しません。この、病原体を破壊し、体

てしまいます。コロナ禍をはじめ、生活

しく、時間もかかります。それらももち

でも、電話でも。どんな時でも笑って楽

を防衛する機能が「免疫力」です。
「元気」

のストレスも体調を崩してしまう原因

ろん取り組んでほしいですが、まずは、

日中活発になり、夜には落ち着いてい

や「体力」とは別のもので、この免疫力

となります。気持ちを整えて、楽しいこ

先ほど紹介した中から１つでも良いの

「免疫力」で病気に負けない体を

を高めることで病気になりにくい体を

とや面白いことなど、前向きな考え方

で自分が取り組みやすいものに挑戦し
てみてください。

❖バランスの良い食事をする。特に腸

いわれています。免疫力をアップさせ

先着
各20人

H30.1.16～6.20生まれ

１月28日㈭
９時～10時45分

❖歯の話
❖歯科健診
❖フッ素塗布

H30.6.17～11.12生まれ

しむことが免疫力アップに

つくることができます。

をすることが大切です。

冬に風邪が増えるワケ

細胞を破壊し、がんを防ぐのも免疫力

病原体による感染症だけでなく、がん
❖運動は疲れない程度で毎日続けられ

です。コロナ禍以降、手洗いや消毒、マ

「免疫力」を高めるポイント

スの悪い食事や運動不足、睡眠不足な

る室内ウオーキングや筋力トレーニ

ども免疫力を低下させてしまう要因で

に良い食品を選ぶと効果的
（ヨーグル

ることで、新型コロナウイルス感染症

H29.12.23～Ｈ30.5.27生まれ

歯っぴースマ
イル教室（２ ２歳児
歳児むし歯予 ２歳６か月児
防教室）

免疫力を低下させる要因に、バラン
どの生活習慣の乱れがあります。他に

ングがおすすめ

す。また、冬はウイルスにとって好まし

ト・納豆・きのこ類・海藻など）

スクなどが徹底されたことで、ほかの

も、過度な運動やストレス、体の冷えな

い環境になります。咳やくしゃみで空

だけでなく、さまざまな病気に強い体
をつくりましょう。

❖休日も普段と同じ睡眠時間を意識す
る。昼寝は 分程度が効果的

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合があります。参加前に電話か市ホームページで開催状況を確認してください

25

65

２歳６か月児

１月14日㈭
９時～10時45分

無料

先着
20人

１月25日㈪９時30分～11時

❖育児の悩み相談
❖歯・食事の相談 など

乳幼児の保護者

料金

定員

内容

日時

健やか育児
相談

〈共通〉場所は中総合会館。申し込みは
いずれも前日までに電話で。

健康教室と相談カレンダー

対象

‼

気中に飛んだウイルスは、湿度が高い
と水分によって重くなり、地面に落ち

15

月のお知らせ

催 し
新春お楽しみパーク２０２１
時 分～ 時 分

対小学生 定先着

時１月７日㈭～２月３日㈬

時～ 時

「ぽーれぽーれ」 問同サロン
（☎
場サロン
・３００８、ＦＡＸ ・９５４６）

日㈫ 時 分～ 時

認知症介護家族のつどい
時１月

日㈮～４月 日㈰９時～ 時

引揚記念館﹃新収蔵品展︲紡ぐ記憶︲﹄
時１月

「岸壁の母」
内ドイツ兵と交換した帽子や
の作詞家藤田まさとさん直筆の歌詞など
の資料１３１点 件を展示
（☎
問同館

時１月

・０８３６）

日㈯ 時～ 時 場エムズデリ

桂 三扇 新春落語会
人 料３，３００円
（弁当付き）
・１６６３）
へ。

日㈪ 時 分～ 時 分

ロビーコンサート
時１月

安達
場市役所市民ホール 内立道明美さん、
知里さん、千歳ひかりさんによる箏の演奏
・１０１９）

「紅蓮華」「レットイットゴー」ほか
（☎
問文化振興課

【有料広告】

【有料広告】

公益財団法人雲浜奨学会
東京都世田谷区松原 2-34-6 TEl：03-3327-7800

料

定

対

内

場

問

申

申

対

定

料

他

＝日時
＝場所・会場
＝内容
＝対象
＝定員、募集人数
＝料金
＝その他
＝申し込み方法
＝問い合わせ先
【ご注意】次の場合は記載していません。 だれでも
特になし
無料
特になし
不要

時 他
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人

東図書館（☎ ・０１９０）
月 日㈫ 時～ 時 分

申１月６日㈬から電話で。

時

内府内の学校などに通う子どもの作品約

１２０点を展示

対認知症の人を介護している家族

場総合文化会館 内参加者同士の交流など

時２月１日㈪

▪読書会
時 分～ 時

書道教室利用者の「書道展」

▪赤ちゃんえほんのひろば
内絵本の読み聞かせやわらべうた遊びなど
対０～２歳児

▪子ども読書本のしおりコンテスト入
賞作品展

時・ 内❖１月２日㈯

…バロック音楽グループ「ターフェルムジー
時１月

日㈯～ 日㈪ 時～ 時

ク」のコンサート❖１月３日㈰ 時～ 時
… 市内在住者 に よ る 音楽演奏、落語、

・１０３５）

ゲージ運転体験、クイズラリーなど
場赤れんが４号棟

（☎
問赤れんがパーク

（☎
問高齢者支援課

・１０１８）

﹃週末のフール﹄
内伊坂幸太郎著
時～ 時 分

▪２月のおたのしみ会
時２月３日㈬

内人形劇やエプロンシアターなど
対２～５歳児

日㈯ 時～ 時 分

内昔話のストーリーテリングなど 対小学生

▪赤ちゃんおはなし会

定先着

日㈬ 時～ 時 分

時１月

申

時～ 時 分

11

大庄屋上野家（☎ ・８２００）
日㈪８時 分～ 時
（水

30

月 日㈰までに電話でエムズデリ
（☎
内絵本の読み聞かせやわらべうた遊びなど
対０～２歳児

時～ 時 分

▪えほんのじかん
時２月６日㈯

内絵本の読み聞かせなど 対３歳以上

▪冬の工作教室
時２月６日

﹁さかさまんげきょうを作ろう﹂

16

17

18

内牛乳パックを使ったからくり工作

22

▪蔵展 姫の和衣
時１月４日㈪～

曜定休）内創作着物の展覧会

▪着物の試着体験会

西図書館（☎ ・５４０６）

日㈰ 時～ 時

時１月

▪おはなしの部屋 月

人 料５，０００円
日㈫に電話で。

時１月

内ファスナーやゴムで気軽に着られる着

物の試着
日㈰ 時 分から 場加佐公民館

▪加佐産大豆の味噌づくり教室
時１月
定先着
申１月４日～

15

50

16

66

14

12

新春 図書館で福袋

15

62

13

38

11

10

20
15

15

68

10 30 23

25

時・ 場❖東図書館…１月５日㈫から

❖西図書館…１月６日㈬から
内図書館の本を袋詰めして貸し出し。どん

な本が入っているかはお楽しみ。なくなり
次第終了。 問東図書館
（☎ ・０１９０）
、
西図書館
（☎ ・５４０６）

19

11

11 1

11

11

30

12

66

略語の見方

63

12

23

10

62

11

25

15

30

11

11

11

14

1

30

15

N

15

15

15

10

17

10

30

30

30

62

20

13

13

19

75

68

16

30

11

66

60

25

13

11

75

13

1

１
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12 24

東京世田谷のマンション型学生寮

学生会館 講正学舎

令和３年度入寮生（男子・女子）を募集中

日㈰ 時〜 時

ふるるファーム 牡蠣まつり
時１月

・０２３３）

牡蠣タワー選手権、焼き牡
内牡蠣の販売、
蠣コーナーなど
（☎
問同ファーム

日㈰ 時～ 時

マイナンバーカードの申請受け付け
（事前予約制）
時１月
場西駅交流センター
内マイナンバーカード用の写真撮影や申

チケットは１月９日㈯から販売。
内姉様キングス、

▪舞鶴寄席
日㈰ 時から

を初めて申請する
時３月

（運転免許証・パスポート
他本人確認書類

桂あやめ、笑福亭晃瓶、笑福亭遊喬
（舞鶴出

など顔写真付きなら１点、健康保険証、介
護保険証、後期高齢者医療保険証、年金手
身）
、林家染雀、桂三扇が出演

（当日は５００円
料全席自由１，０００円

分〜 時 分

立体作品などを展示。第 回舞鶴市特別

内市内小・中学校の児童・生徒の絵画や

場総合文化会館

時２月６日㈯・７日㈰９時

舞鶴市立小・中学校教育美術展

割引き

※友の会会員は前売りのみ１人２枚まで１

円増し）
、高校生以下５００円。

対小学生以上

帳などなら２点）
、通知カード、住民基本台

０００円
（当日は５００
料全席自由一般２，

日㈫から総務課
（☎ ・１８９７）
へ。

帳カード
（持っている人のみ）
が必要
申１月

総合文化会館（☎ ・０８８０）
日㈰ 時から

▪笑来寄席
時１月

三扇、地元出演者 人
（落語ワークショッ

請の受け付け
定先着１５０人

プ経験者）
が出演

笑福亭遊喬
（舞鶴出身）
、桂
内笑福亭鶴笑、

対次の全てに該当する人❖本市に住民登

録がある❖申請から２か月以内に市外へ
増し、中学生以下無料）
。

30

支援学級・ 府立学校連合作品展 も 開催。
・１０７２）

▪救急講習
（ＰＵＳＨコース）
日㈯ 時～ 時

人

姉妹・友好都市の児童・生徒の作品も展示。
（☎
問学校教育課

教 室
消防本部（☎ ・０１１９）
時１月

（☎
申電話で東消防署

・０１１９）
へ。
日㈭９時 分～ 時 分

▪乙種防火管理新規講習
時２月

人

日㈪～２月 日㈬に所定の用紙

30
（東・西消防署に備え付け。消防本部ホー

申１月

４８０円
（テキスト代）
料１，

場西総合会館 定先着

16

62

の転出予定がない❖マイナンバーカード

30

58

場東消防署・防災センター 定先着

20

65

30

40

17

ムページからダウンロード可）
で消防本部へ。

【有料広告】

27

16

20

66

11

【日時】
１月10日㈰10時～11時30分頃
【場所】
総合文化会館、潮路通り、五条海岸一帯
【その他】
新型コロナウイルス感染防止対策のため、例年より
規模を縮小して実施
（式典は関係者のみ。車両展示・
徒歩分列のパレード・海上自衛隊ヘリによる祝賀飛行・
舞鶴海上保安部巡視艇による放水展示なし）
【問い合わせ先】
消防本部
（☎ 66・0119）

お役立ち情報やイベント情報などを広報番組「パブ
リックラインまいづる」などでお知らせしています。

Wind of Maizuru 毎週木曜日、12 時 40 分～
12 時 50 分。舞鶴のイベント情報などを紹介。

14

66

19

64

15

16

14

23

25

25

13

10

68

10

12

31

24

24

消防出初式

市の広報番組

場総合文化会館

ＦＡＸ ・８８０２）
へ。

クスで舞鶴国際交流協会
（☎ ・８８０１、

日・ 日の土曜日、 時

観光おもてなし講座
時２月６日・

分～ 時 分

場ＹＭＣＡ国際福祉専門学校ほか

氏名、年齢、電話番号を１月
申住所、

㈮までに電話かファクスで同校
（☎ ・
３６８６、ＦＡＸ ・３６８７）
へ。

時 分から

レスリング場オープン記念
レスリング体験イベント
時２月７日㈰９時からと

人

場文化公園体育館
定先着各

日㈭までに市ホームペー

対市内在住の年長児〜小学４年生
申１月

・１０５８）

ジ
（下コードからアクセス可）
で。
（☎
問スポーツ振興課

日㈬ 時 分から

パティシエケーキ・パン教室
時２月

１８００）
へ。

【有料広告】

【有料広告】

28
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舞鶴スポーツネットワーク
内京都文教大准教授の松田美枝さんによ

人

他補聴器磁気誘導ループ席あり。

「明
内同校国際観光ビジネス学科で学ぶ
人

申し込みフォー
申電話かファクス、

〜３年生とその保護者

組

人

定先着

日話したくなる舞鶴の魅力」

活支援相談センター
（☎ ・５００１、ＦＡＸ
・２０５０）
へ。要約筆記・手話通訳・託

児希望の場合は 月 日㈭までに申し出を。

西公民館（☎ ・６５０１）
日㈯９時 分〜 時

▪親子おもちゃ工作教室
時１月
対小学
定先着

日㈯までに電話で。

（材料代）
料５００円
申１月

日㈯ 時 分〜 時

▪陶芸教室
時２月
定先着

０００円
（材料代）
料１，
日㈯までに電話で。

他無料託児あり
申２月

場城南会館
内チョコレートケーキを作る
定

外国人のための防災訓練
時１月

日㈫ ま で に 電話 で 同館
（☎ ・

人
（初めての人優先）
場東消防署・防災センター

２００円
（材料代）
料１，

日㈯ 時 分〜 時

日

ム
（下コードからアクセス可）
で生

定先着

取り組み内容の紹介

ち一人ひとりにできること〜」と市などの

（東体育館内、☎ ・１０６１）

時１月６日から毎月

分〜 時 分
人

料８００円
定先着
申同館に問い合わせを。

▪ミズノ・スポーツ塾ワンコイン体験会
月 日㈰ 時〜 時

〜跳び箱編〜
時

〜 年生
人

13
64 29
78

対小学
料５００円 定先着
申同館かミズノホームページで。

▪ラ・クラシックが教える
月 日㈷❖小学１〜３年生… 時〜 時

30

15

申１ 月

人

日㈮ 時 分までに電話かファ

50

21

在勤、在学の外国人
対市内在住、
定先着
申１月

10

リフティング教室
時

人

❖小学４〜６年生… 時 分〜 時 分
定先着各

０００円
料１，

27

66

申同館かミズノホームページで。

〈共通〉場東体育館

日㈯ 時〜

図書館で学ぶ
「認知症サポーター養成講座」
時・ 場❖西図書館…１月

15

20

時 分❖東図書館…２月６日㈯ 時〜

・０１９０）
、

75

30

20

30

1

30

30

64

13

66

12

16
16

時 分 定先着各 人

（☎
申電話か窓口で東図書館

西図書館
（☎ ・５４０６）
へ。

日㈮ 時 分〜 時 分

80

20 1 30

23

回水曜日、 時

る基調講演「コロナ時代の自殺対策〜私た

75

▪チューブストレッチヨガ
30
15 15

75

13

20

28

10

26

■ 総合文化会館、陶芸館

毎週月曜日（祝日の場合はその翌々日）と祝日の翌日
毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）
■ 文化公園体育館 第２木曜日
■ 東体育館 第３木曜日

施設の休館日

14

11

12 10
15

14 14

30

30

30

23

62

15

13

17

15

いのち支える自殺対策講演会
時１月

30

20 20

11

15

11

20

13

3

66

10

3

50

75

13

30

22 20

30

13

1 31

23

29

62

15

1
2

30 30

■ 田辺城資料館、ふるさと発見館（郷土資料館）

募 集
自衛官など
日㈯

▪一般曹候補生
（陸・男子）
時一次試験…１月

日㈮まで

～ 歳未満
（詳細は要問い合わせ）

（宇治市）
場陸上自衛隊宇治駐屯地
対
申１月

▪自衛官候補生
日㈰

年４月２日から平成 年４月１日生ま

れ）申１月６日㈬まで
〈共通〉他質問はお気軽に問い合わせを。試験
は新型コロナウイルス感染拡大防止対策を
行った上で実施。マスクの着用、検温などに
ご協力を。新型コロナウイルス感染症の影響
で、予定が変更される場合あり。最新情報は
舞鶴地域事務所
（☎ ・３２７２）
へ。

京都の海で漁師をめざす人を応援
京都で漁師になりたい人をバックアッ
プする府漁業者育成校「海の民学舎」第

歳未満

（水産課備え
申２月５日㈮までに入学願書
付け）
に必要書類を添えて府水産事務所
（☎
０７７２・ ・３０３０）
へ。

春のまいづる就職フェア参加事業所
３月６日㈯ 時〜 時に商工観光セン

・ ・ ターン就職希望者、一般求職者、

短大・ 専門学校 な ど の 来春卒業予定者、

大学・
対市内に就業場所がある事業所で、

参加事業所を募集。

ターで実施する春のまいづる就職フェア

16

18

期生を募集
（研修期間は４月から２年間）
。
日㈭

【選考試験
（第２回）
】
時２月
対概ね

万８，８００円

定若干名
料年間

25

る事業所
定先着

・１０２１）

案内書を１月 日㈪〜２月 日㈮に都

❖本人と同居人が暴力団員でない 		

❖市税に滞納がない

❖本人を含め２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

❖市内在住か在住予定

❖市の定める基準以下の収入であること

❖市基準の住宅困窮要件を満たすこと

とおり。

募集は福来
（１戸）
。申し込み資格は次の

市営住宅入居者

（☎
問産業創造・雇用促進課

あり）

社
（業種ごとに定数を設ける場合

齢労働者や障害者などの雇用に理解があ

既卒未就職者の求人予定があり、中・高年

J

63

他支援制度などあり

I

時１月

～ 歳未満
（詳細は要問い合わせ。２

（宇治市）
場陸上自衛隊宇治駐屯地
対

日㈫まで

鶴商工会議所に備え付け）
に必要事項を記入

7
▲内田裕子さん

～３年の任期制自衛官のコース）
申１月

▪陸上自衛隊高等工科学校生徒

【申し込み方法】
1月27日㈬までに申込書
（舞

50

市計画課と西支所総務・税務係で配布。
（☎ ・１０５０）
申２月１日㈪〜５日㈮に同課

【有料広告】

施設の休館日

■ 東公民館

（男子：一般）

【定員】
先着150人

U

へ持参。

【有料広告】

29

■ 南・加佐公民館、大浦・城南会館 毎週月曜日
第４月曜日
毎週月曜日（祝日の場合はその翌日） ■ 西公民館 第３水曜日
■ 東図書館 毎週木曜日と祝日（火・木曜日の場合のみ）
、毎月の最終火曜日
■ 西図書館 毎週月曜日と祝日（月・水・金曜日の場合のみ）
、毎月の最終水曜日

■ 中公民館

17

よる講演
「2021年日本経済はどうなるのか」

40 18

11

日㈯

し、郵送か窓口、ファクスで同所
（〒

時一次試験…１月

【内容】
経済ジャーナリストの内田裕子さんに

66

5

66

15

【場所】
商工観光センター

13

25

歳以上 歳未満
（平成

へ。同所ホームペー
FAX62・4933）

16
23

（福知山市）
場陸上自衛隊福知山駐屯地

【日時】
1月29日㈮13時30分〜15時

16

ジからも可
（右コードからアクセス可）
。

8 33

17
33

12

対４月１日現在で

625-0036字浜66、☎62・4600、

18

18

新春経済講演会

時

組

（夫婦での参加可）
定先着

どのプリペイドカード、収入印紙、図書券
など各種金券を募集します。

30
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舞鶴勤労者美術展の作品
時❖搬入…３月７日㈰９時～

観光・イベント・スポーツなどに関する
舞鶴の魅力を PR する動画など

期間は１月４日㈪～ 日㈮。市内の各
郵便局、市役所、公民館、保育所・こども園、
幼稚園、小・中学校、高校、その他協力団
体の回収ポストへ。ご協力をお願いします。
（学校教育課内、
問舞鶴ユネスコ協会事務局
☎ ・１０７２）

はたちの献血キャンペーン・舞鶴市
１００人献血

《健康づくり課》

公式ムービーチャンネル（YouTube）

市公式 Facebook
イベントなどの旬な情報をお届け

申電話か受け付け窓口で。

月 日㈬ 時 分～ 時

▪乳児あそびの体験①
時
内ふれあい遊びと布遊び

組

対ねんね・おすわり期の赤ちゃんとその

保護者
定先着
申電話か受け付け窓口で。

▪乳児あそびの体験②

１月・２月は「はたちの献血」キャンペー

広く献血を呼びかけます。一人でも多くの
日㈭９時 分～ 時 分

人を救うため、ぜひ献血にご協力ください。
時１月

場市役所

文化財防火運動
１月 日㈫の文化財防火デーを中心に「火
災から みんなで守ろう 文化財」を統一標
語として文化財防火運動を実施。火災など
の災害から文化財を守りましょう。

《消防本部》

Facebook（フェイスブック）

❖展示…３月 日㈮～ 日㈰
場西総合会館
内書道・日本画・洋画・写真ほか

・３２００）

（学生は除く）
対市内在住か在勤の人
（☎
問勤労者福祉協議会

子育て
子育て支援基幹センター（☎ ・０１０３）
月 日㈬ 時 分～ 時

ン期間です。冬季は風邪などで体調を崩し

時
内ふれあい遊びと布遊び

やすく、例年、献血者が減少する傾向にあり

▪さくらんぼひろば
時１月
対よちよち期の赤ちゃんとその保護者

ます。今年度は新型コロナウイルス感染症

日㈬ 時 分～ 時

内多胎児親子の交流と情報交換
定先着

組

対多胎児を育てている親とその子ども、

の影響で、さらに厳しい状況が予想されます。

月 日㈭ 時～ 時

里親出張説明会
時

場市役所市民ホール

・２１２０）

内里親になりたい人に制度や手続きを説明

（☎
問子ども支援課

その他
舞鶴ユネスコ協会﹁世界寺子屋運動﹂
書きそんじはがき・キャンペーン
教育の機会に恵まれない世界の子ども
達や女性たちのために、学校建設や識字教
室開設などの教育支援活動を行う日本ユ
ネスコ協会連盟の「世界寺子屋運動」に参

そこで、新たに成人となる若者を中心に、

申電話か受け付け窓口で。

多胎児を妊娠中の人
日㈫ 時 分～ 時 分

▪あかちゃんひろば
時１月
内ふれあいあそびや絵本のよみかたり、

子育てのお話、お母さん同士の交流
１歳未満児とその母親
対妊娠中の人、
〈共通〉場中総合会館

あそびあむ（☎ ・５０５０）
日㈮、２月５日㈮、９時

▪ちゃれんじあむわくわくデイ
時１月８日㈮・

分～ 時

対２歳未満児とその保護者

▪パパと赤ちゃんあそびの体験
月 日㈰ 時 分～ 時

加。ポストに投函されていない書きそんじ

時

内ふれあい遊びと手足指先遊び

30

16 時 30 分にリサイクルプラザ（☎ 64・7222）へ。

※４ 舞鶴保健興業㈲が収集する地域は休み。

休
休
休
○
○
○
○
○
休
休
○

11

11

29

15

専用電話（64・5953）へ。

休
休
休
○
○
○
○
○
○
休
○

30

30

15

※３ 持ち込みは事前に予約が必要。平日の８時 30 分～

１日㈷
２日㈯
３日㈰
４日㈪
５日㈫
１
６日㈬
月
７日㈭
８日㈮
９日㈯
10 日㈰
11 日㈷

12

受け付け時間は、平日の８時 30 分～ 16 時 30 分。

不燃ごみ

30

10

21

※２ 12 月 17 日以降の受け付け分を１月 14 日㈭に収集。

可燃
ごみ

※１ 持ち込み時間は８時 30 分～ 16 時。

粗大ごみの戸別 し尿 ペットボトル
などの
清掃事務 リサイクル 収集申し込み の
拠点回収
所※ 1 プラザ※ 1 受け付け※ 2 収集 ボックス
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
休
○
○
○
休
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○※３
休
○※ 4
○
○
休
休
休
○
○
○
休
休
○

日

14

1

はがきや未使用の切手、テレホンカードな

11

26

30

30

66

10

65

22

10

対４か月～１歳６か月の乳児とその父親

10

持ち込み

収集

10

10

66

10

13

10

27

17
62

30

30

1

19

10

1

21

64
12

11

13

26

12

内乳児専用拡大スペースで自由に遊ぶ

30

1

年始のごみ・し尿の収集

January

１
睦月
日

《カレンダーの問い合わせ先》
▪司法書士、弁護士市民法律相談、巡回市民・行政相談、土地家屋調査士、公証人相談…市民課（☎66・1006）
▪身体障害者相談…障害福祉・国民年金課（☎66・1033、FAX62・7957） ▪弁護士府民法律相談…中丹広域振興局（☎62・2500）
▪聞こえの相談…聴言センター（☎64・3911、FAX64・3912）
▪療育相談…生活支援センターみずなぎ（☎64・3766）
▪ひとり親家庭就労相談…府ひとり親家庭自立支援センター(☎0773・23・2771) ▪高齢者・障害者権利擁護相談…高齢者支援課（☎66・1012）
▪女性のためのカウンセリング…人権啓発推進課(☎66・1022）
▪出張がん個別相談…府がん総合相談支援センター(☎0120・078・394)
▪看護職就業相談会…府北部看護職支援センター（☎0772・46・9002） ▪人権なんでもお気軽相談…法務局舞鶴支局（☎76・0858）
▪ひきこもり支援巡回相談…生活支援相談センター（☎66・5001）
▪定例教育委員会…教育総務課（☎66・1070）
月

火

水

舞鶴市休日急病診 ３ 人権なんでもお気 ４
軽相談（電話も可）
療所の内科一次救急
9:00 〜 12:00
診療 ☎ 63・4970
13:30 〜 16:00
●上記診療所で対応
法務局舞鶴支局
できない救急・急
病診療 8:30 から
●小児科一次診療
9:00 〜 18:00
舞鶴共済病院
☎ 62・2510

５

木

６ ●若者サポート

金

７

救急・急病診療 １

●

8:30 から
●小児科一次診療
9:00 〜 18:00
舞鶴赤十字病院
☎ 75・4175

土

救急・急病診療 ２
8:30 から
●小児科一次診療
9:00 〜 18:00
舞鶴医療センター
☎ 62・2680
●

ステーション出張相談
10:00 〜 15:00
ジョブ・サポ
●京都ＪＰカレッジ
10:00 〜 12:00
●自立就労個別相談 ８ ●開業医の診療終了 ９
13:00 〜 15:00
10:00 〜 16:00
後の救急・急病診療
ジョブ・サポ
ジョブ・サポ
舞鶴医療センター
司法書士法律相談
☎ 62・2680
13:30 〜 16:30
市役所本館
13 ※申し込み優先
舞鶴市休日急病診 10 ●救急・急病診療 11 ●福祉のお仕事出張 12 ●就職個別相談
定員 12 人
相談
10:00 〜 16:00
8:30 から
療所の内科一次救急
●小児科一次診療
13:00 〜 17:00
福来コミュニティ
診療 ☎ 63・4970
●若者サポート
14 ●自立就労個別相談 15 ●開業医の診療終了 16
ジョブ・サポ
センター
9:00 〜 18:00
10:00 〜 16:00
後の救急・急病診療
●上記診療所で対応
ステーション出張相談
舞鶴共済病院
巡回市民・行政相談
高齢者・障害者権利
ジョブ・サポ
舞鶴赤十字病院
10:00 〜 15:00
できない救急・急
☎ 62・2510
13:30 〜 15:30
擁護相談（財産管理・
☎ 75・4175
ジョブ・サポ
病診療 8:30 から
●弁護士市民法律相談
南公民館
遺産相続
・
遺言など）
●小児科一次診療
13:00 から
●京都ＪＰカレッジ
13:00 から
療育相談
9:00 〜 18:00
市役所本館
10:00 〜 12:00
市役所別館
13:30 〜 15:30
舞鶴医療センター
※ 1/13、8:30 〜
13:00 〜 15:00
※申し込みが必要
支援センターみずなぎ
☎ 62・2680
12:00 に申し込み。
ジョブ・サポ
ひとり親家庭就労相談 女性のための
定員 11 人（抽選）
●マザーズジョブ 18
17
カウンセリング
舞鶴市休日急病診
10:00 〜 16:00
身体障害者相談
カフェ巡回相談
13:00 〜 15:50
療所の内科一次救急
市役所別館
13:00 〜 14:30
10:00 〜 16:00
フレアス舞鶴
診療 ☎ 63・4970
人権なんでもお気軽
身障センター
ジョブ・サポ
※申し込みが必要
相談（電話も可）
●上記診療所で対応
●看護職就業相談
ひきこもり支援巡回相談
9:00 〜 12:00
できない救急・急
13:30 〜 15:00
9:00 〜 12:00
13:30 〜 16:00
病診療 8:30 から
ジョブ・サポ
市役所本館
法務局舞鶴支局
●小児科一次診療
※申し込みが必要
●弁護士府民法律
9:00 〜 18:00
相談 13:30 から
舞鶴赤十字病院
公証人相談
19 ●就職個別相談 20 ●若者サポート
21 ●自立就労個別相談 22 ●開業医の診療終了 23
中丹広域振興局
☎ 75・4175
後の救急・急病診療
ステーション出張相談
13:30 〜 15:30
10:00 〜 16:00
10:00 〜 16:00
※１/13、9:00 から
10:00 〜 15:00
舞鶴共済病院
市役所本館
ジョブ・サポ
ジョブ・サポ
申し込み。先着 10 人
ジョブ・サポ
☎ 62・2510
土地家屋調査士相談
定例教育委員会
看護職就業相談会
人権なんでもお気軽
13:30 〜 15:30
舞鶴市休日急病診 24 相談（電話も可）
出張がん個別相談
14:00
から
13:30 〜 15:00
市役所本館
療所の内科一次救急
13:00 〜 15:30
市役所別館
ハローワーク舞鶴
9:00 〜 12:00
診療 ☎ 63・4970
中丹東保健所
13:30 〜 16:00
※申し込みが必要
法務局舞鶴支局
●上記診療所で対応
できない救急・急
身体障害者相談 25 ひとり親家庭就労 26 ●就職個別相談
28 ●自立就労個別相談 29 ●開業医の診療終了 30
27 ●若者サポート
病診療 8:30 から
相談
後の救急・急病診療
13:00 〜 14:30
ステーション出張相談
10:00 〜 16:00
10:00 〜 16:00
●小児科一次診療
10:00 〜 16:00
舞鶴医療センター
身障センター
10:00 〜 15:00
ジョブ・サポ
ジョブ・サポ
9:00 〜 18:00
西総合会館
☎ 62・2680
ジョブ・サポ
療育相談
舞鶴共済病院
13:30 〜 15:30
聞こえの相談
☎ 62・2510
13:00 〜 16:00
支援センターみずなぎ
聴言センター
舞鶴市休日急病診 31 人権なんでもお気軽
療所の内科一次救急
相談（電話も可）
●各種就業相談
診療 ☎ 63・4970
9:00 〜 12:00
ジョブ・サポ
13:30
〜
16:00
●上記診療所で対応
まいづる
法務局舞鶴支局
できない救急・急
☎ 63・0810
病診療 8:30 から
●小児科一次診療
【舞鶴企業・就職応援
9:00 〜 18:00
ネットも公開中】
舞鶴医療センター
☎ 62・2680

※●印は救急診療関連情報

●

印は就職関連情報

●

印は弁護士法律相談情報

休 日診療

納 期のお知らせ

舞鶴市休日急病診療所（舞鶴医療センター敷地内）の内科一次救急診療
受診は、
９時～12 時と13 時～17 時
（受け付けはそれぞれ終了30 分前まで）
。
まずは電話で事前に症状などをお伝えください。

納期…２月１日㈪
❖固定資産税 ４期 ❖介護保険料 ８期
❖国民健康保険料 ８期 ❖後期高齢者医療保険料 ７期

休日・土曜日の救急・急病診療（内科、外科）
できる限り昼間の時間帯に受診をお願いします。
また、
軽症などの緊急を要しな
い場合には、
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。

休 日・土曜日の水道修理

●

●

休日の小児科一次診療 受け付けは、17 時 30 分まで。

●

当番会社 … 足立管工業㈱（☎ 75・4140、営業時間：８時～17 時）

献 血の日程

土曜日に午後の診療がある診療所（小児科、内科系）
❖小児科…西村医院（浜、☎ 63・5456）
❖内科系…浮島岸本診療所（溝尻、☎ 63・1235）、大西医院（浜、☎ 62・0116）、
肥後内科医院（浜、☎ 62・0359）、鳥井医院（倉谷、☎ 75・3111）
※臨時休診の場合あり。診療時間などはお問い合わせを。

❖ 14日㈭ 9 時 30 分～11時 30 分、12 時 30 分～15 時 30 分
… 舞鶴市役所
※ 400㍉㍑のみ。
骨髄バンクドナー登録会も同時開催。

休日に開局している処方せん対応薬局 開局時間９時～ 17 時
❖２日㈯・10 日㈰・31 日㈰ …まいづる薬局国立前（行永東町、☎ 65・1188）
❖３日㈰・24 日㈰ …まいづる薬局本店（桃山町、☎ 66・3311）
❖ 11 日㈷ …フラワー薬局舞鶴店（浜、☎ 65・2277）

３日㈰まで・10日㈰・16日㈯・24日㈰・29日㈮・30日㈯・31日㈰

●

●

リサイクルプラザの休場

ゆ
全国で唯一 ２つの文化財登録の「銭湯」があるまち

階には床の間付きの座敷があり、国の文

０）
年開業の銭湯です。町家風の造りで２

日の出湯は、吉原に残る大正９
（１９２

吉原の﹁日の出湯﹂が国登録文化財に
昨年７月 日、国の文化審議会で市
内の文化財１件
（棟）が国登録文化財と
して文部科学大臣に答申されました。

化審議会から「戦前の町家風銭湯建築の
有様を示す」と評価されました。

吉原は享保 （１７２７）
年、田辺城下

町営だった銭湯を祖父が経営するよう

になって昨年 月で１００年を迎えました。

私が、退職後経営を引き継いで 年。今で

10

は吉原の人はもちろん、自宅がシャワーだ

けだという市内の人や全国各地の銭湯ファ

ンなど、さまざまな人に利用してもらって

います。

地元の身近な魅力を掘り起こしてくれ

た地域の人や行政の協力があったから、文

化財登録に向けてやってこられました。最

盛期には市内に もの銭湯がありましたが、

舞鶴市公式LINEアカウント
防災情報、市政・イベント情報など
▶登録は、こちらのコードから

してもらえたらと思います。

つとして、日の出湯に立ち寄って疲れを癒

力あふれる吉原を歩いて、その街並みの一

上げた他にはない景色です。ぜひ、この魅

並ぶ入江は吉原の漁民自らが掘って作り

史を研究に訪れることもあります。舟屋の

た魅力ある地域で、大学のゼミが吉原の歴

ごと移り、以後独自の文化や景観が生まれ

吉原は約３００年前に今の場所に集落

られたらという気持ちです。

た。このうれしさを、創業者や先代に伝え

その残った２つともが国登録文化財になっ

今ではたった２つになりました。ですが、

28

市内では、これまで北吸トンネルな
どが国の文化財に登録されています。
今回、日の出湯が登録されると市内の

く歴史的景観で、この街並と一体となっ

く家屋が並ぶ街並みは、江戸時代から続

面して舟屋があり、細い路地に規則正し

に移住させられ形成されました。入江に

町の漁民が、藩の命令で伊佐津川の河口

12

て日の出湯が残っている点も貴重です。
約300年前、田辺城下を襲った大火の後、今の場所に移転
した吉原。軒の連なる家並みや漁民が掘った入江と両岸
に舟屋の並ぶ風景など、市内でも独特の文化と景観を持つ

国登録文化財は計 件となります。

日の出湯

発行・舞鶴市（〒 625-8555 京都府舞鶴市字北吸 1044、☎ 62・2300）
※☎…舞鶴市内の電話番号では市外局番（0773）を省略しています。
編集・広報広聴課（☎ 66・1041、℻ 62・7951） 基本デザイン、一部編集、印刷・有限会社多田印刷所

髙橋一郎さん

《文化振興課》

浴槽が中央にある関西の銭湯の特徴的な配置

広報まいづる１月号

20

12

日の出湯 経営者

【営業時間】
16時30分～20時30分
（土曜定休）
番台には黒電話が現役で鎮座。木
東吉原297
箱も丁寧な細工が映える年代物だ 【場所】
【料金】
450円
（小学生150円、乳幼児60円）
【その他】駐車場はありません
【問い合わせ先】日の出湯（☎75・0366）
アナログの体重計や鏡広告、壁掛
けの扇風機など懐かしい品が並ぶ

17

