
奈良ドリーマーズホームゲーム

11月の開幕戦に始まり、第２のホームタウンとしてホ
ームゲームで全勝できました。試合では、温かい声援を
送っていただいたことが大きな力になりました。

12月3日に実施したバレーボール教室では、小学生か
ら高校生までが参加してくれました。こうした活動をき
っかけにバレーボール人口の増加や舞鶴市の活性化につ
ながればと思っています。

奈良ドリーマーズ
　キャプテン　片野坂 拓人さん

本市とバレーボールVリーグに所属する奈良ドリーマ
ーズは包括連携協定を締結しています。

サブホームタウンとして、昨年、市内でホームゲームを
計4試合開催しました。また、小学生以上を対象にバレー
ボール教室を実施し、スポーツの普及・発展や青少年の健
全育成などに取り組みました。今後も連携し、スポーツの
力で活力あるまちづくりに努めていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　《スポーツ振興課》

皆さんとお友達になりたい
です。今後の試合は、インス
タグラムで確認してね。下コ
ードから閲覧でき
ます。

▲チーム公式キャラクター
　ドリッピー

毎週日曜日　９：00～12：00／13：00～17：00
（受け付けはそれぞれ終了30分前まで）

舞鶴市休日急病診療所
（舞鶴医療センター敷地内）　☎63・4970

1/14 ㈯ 開業医の診療終了後
1/15 ㈰ ８：30から
2/4 ㈯ 開業医の診療終了後
2/5 ㈰ ８：30から

1/21 ㈯ 開業医の診療終了後
1/22 ㈰ ８：30から

1/28 ㈯ 開業医の診療終了後
1/29 ㈰ ８：30から

舞鶴共済病院  ☎62・2510 舞鶴赤十字病院  ☎75・4175 舞鶴医療センター  ☎62・2680

1/15 ㈰、2/5㈰
9：00～18：00

（受け付けは17：30まで）

1/22 ㈰
9：00～18：00

（受け付けは17：30まで）

1/29 ㈰
9：00～18：00

（受け付けは17：30まで）

舞鶴共済病院  ☎62・2510 舞鶴赤十字病院  ☎75・4175 舞鶴医療センター  ☎62・2680

舞鶴市休日急病診療所の内科一次救急診療

休日・土曜日の救急・急病診療（内科・外科）

休日の小児科一次診療

土曜日に午後の診療がある診療所（小児科、内科系）

※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

■小児科…西村医院（浜、☎63・5456）
■内科系…肥後内科医院（浜、☎62・0359）、大西医院（浜、☎62・0116）、
鳥井医院（倉谷、☎75・3111）

※まずは電話で事前に症状などをお伝えください

※臨時休診の場合あり。診療時間などはお問い合わせを

リサイクルプラザの休場 1/14㈯ ・ 22㈰ ・28㈯～31㈫ 
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休日に開局している処方せん対応薬局
開局時間 ９：00～17：00　

休日・土曜日の水道修理

献血の日程

1/15 ㈰ まいづる薬局本店
（桃山町、☎66・3311）

1/29 ㈰ まいづる薬局国立前
（倉梯町、☎65・1188）

2/5 ㈰ フラワー薬局舞鶴店
（浜、☎65・2277）

舞鶴市管工事協同組合（☎080・3770・6767、 
営業時間：8：00～17：00）

1/20㈮ 9：30～11：15 舞鶴市役所12：30～15：30

1/22㈰ 9：30～11：15 ジュンテンドー
西舞鶴モール13：00～15：30

1/26㈭ 9：30～11：30 東消防署
13：30～15：30 中総合会館

無
料

内　　容 日　　時 場　所 問い合わせ・その他

仕
事

就職個別相談 1/11㈬・18㈬(※)・
25㈬、2/8㈬ 10：00～16：00

ジョブ・サポート
まいづる
※福来コミュニ
ティセンター

ジョブ・サポート
まいづる
☎63・0810

若者サポートステーション出張相談 1/12㈭・19㈭・26㈭、
2/2㈭・9㈭ 10：00～15：00

就労準備支援個別相談 1/13㈮・20㈮・27㈮、
2/3㈮・10㈮ 10：00～16：00

看護職就業相談 1/16㈪、2/6㈪ 13：30～15：00
マザーズジョブカフェ巡回相談 1/17㈫ 10：00～16：00

ＪＰカレッジ 1/26㈭、2/9㈭ 10：30～12：00
13：00～14：30

福祉のお仕事相談 2/7㈫ 13：00～16：00

看護職就業相談会 1/18㈬ 13：30～15：00 ハローワーク舞鶴 府北部看護職支援センター
☎0772・46・9002

ひとり親家庭就労相談 1/24㈫ 10：00～16：00 市役所別館 府ひとり親家庭自立支援センター
☎0773・23・2771

教
育 定例教育委員会 1/31㈫ 14：00から 市役所別館 教育総務課　☎66・1070

福
祉

高齢者・障害者権利擁護相談
（財産管理・遺産相続・遺言など） 1/11㈬、2/8㈬ 13：00から 市役所別館 高齢者支援課　☎66・1018

療育相談 1/23㈪ 13：30～15：30 支援センター
みずなぎ

生活支援センターみずなぎ
☎64・3766

身体障害者相談 1/25㈬ 13：00～14：30
身障センター 障害福祉・国民年金課

☎66・1033、℻62・7957巡回更生相談 2/3㈮ 13：00～15：00

行
政
・
法
律

税理士相談 1/11㈬   9：00～12：00 市役所本館

生活支援相談課　☎66・1006

弁護士多重債務法律相談 1/12㈭ 17：00～18：30 西駅交流センター

公証人相談 1/17㈫ 13：30～15：30 市役所本館
土地家屋調査士相談 1/17㈫ 13：30～15：30 市役所本館

弁護士市民法律相談 1/20㈮ 13：00から 西総合会館

司法書士法律相談 2/2㈭ 13：30～16：30 市役所本館
行政書士相談 2/7㈫ 13：30～15：30 市役所本館

弁護士府民法律相談 1/16㈪ 13：30から 中丹広域振興局 中丹広域振興局　☎62・2500

人
権

人権なんでもお気軽相談（電話も可） 1/16㈪・23㈪・30㈪、
2/6㈪

  9：00～12：00
13：30～16：00 法務局舞鶴支局

法務局舞鶴支局　☎76・0858
特設人権相談 2/2㈭ 13：00～16：00 中丹広域振興局

女性のための相談室 平日   9：00～16：00 ‐ 女性のための相談室
☎65・0056

健
康

出張がん個別相談 1/19㈭ 13：30～15：30 中丹東保健所 府がん総合相談支援センター
☎0120・078・394 

聞こえの相談 1/26㈭ 13：00～16：00 聴言センター 聴言センター
☎64・3911、℻64・3912

暮
ら
し

FP による家計相談 1/11㈬、2/8㈬ 10：00から 市役所本館 生活支援相談センター
☎66・5001ひきこもり支援巡回相談 2/3㈮   9：00～12：00 市役所本館

要申込

要申込

要申込

申込優先 〈定員12人〉

納期…1/31㈫
固定資産税4期
国民健康保険料8期
介護保険料8期
後期高齢者医療保険料7期

1/18㈬ 8：30～12：00に
申込 〈定員11人 （抽選）〉

ごみの収集 可燃・不燃ごみの収集は19ページで確認を

1/18㈬ 16：00までに申込

1/4㈬～20㈮に
申込〈先着5人〉

※400㍉㍑のみ。骨髄バンクドナー登録会も同時開催

1/11㈬ 9：00から申込 
〈先着8人 〉

要予約 
〈先着3人〉

1/11㈬ 16：00までに
申込〈先着3人〉
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