
102012.9-1 maizuru11 2012.9-1maizuru

　図書の整理や紹介、読み聞かせなどを通じ、市立
小学校の図書館の運営などを支援する「学校図書館
支援ボランティア養成講座」を開講。受講生を募集
します。

【日時】 ９月 30 日～来年１月 27 日の日曜日に計６
回、14 時～ 16 時（初回は 14 時 30 分～ 16 時）

【場所】 西図書館
【講座内容】 右表のとおり
【対象】 講座修了後、「学校図書館支援ボランティア」
として活動する意欲のある人

【定員】 先着 20 人
【受講料】 無料
【申し込み方法】 ９月３日（月）～ 14 日（金）に住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を電話かファクス、電
子メールで社会教育課へ。

学校図書館支援ボランティア養成講座

講座内容

㈳日本図書館協会の高橋恵美子・学校図
書館部会長による講義「子どもたちの学
びを支える学校図書館」

司書に学ぶ整理の基本

読み聞かせの方法ほか

読み聞かせの方法ほか

学校図書館の環境づくりほか

修了式、意見交換

日　程

  ９月 30 日（日）

11 月 11 日（日）

11 月 18 日（日）

12 月  ２ 日（日）

12 月 16 日（日）

来年１月 27 日（日）

【日程と内容】

▶詳しくは、社会教育課（☎ 66・1073、ＦＡＸ 62・
9897）へ。

　市民の皆さんが道路などの公共空間の「里親」と
なり、清掃などのボランティア活動を行うアダプ
ト・プログラムまいづる（環境美化里親制度）への
参加者を随時募集しています。
　活動場所は、東・西舞鶴駅周辺や国道 27 号・府
道小倉西舞鶴線沿いなど、市が指定する 13 か所（指
定以外の場所の相談にも応じています）。
　対象は、年６回以上の清掃活動やごみの散乱状況

の報告などができる個人か団体。
　ごみ袋、清掃用具・ユニホームの支給・貸し出し
のほか、集めたごみの回収は市で実施します。
　参加を希望する人は、所定の用紙（生活環境課に
備え付け）に必要事項を記入して同課へ申し込んで
ください。
▶詳しくは、生活環境課（☎ 66・1005）へ。

「アダプト・プログラムまいづる」への参加者を随時募集中

市議会９月定例会
　市議会９月定例会の日程は右表
のとおり。
　いずれも傍聴できます。定員は
本会議が先着各 38 人、委員会が
先着各 15 人。

《本会議を生中継》　本会議の生
中継を市役所、西支所、加佐分室
に設置したテレビや自宅でインタ
ーネットに接続したパソコンで見
ることができます。
▶ 詳 し く は、 議 会 事 務 局（ ☎
66・1060）へ。

出席
【対象】 市内在住か在勤・在学の人
【定員】 10 人（多数の場合抽選）
【申し込み方法】 はがきかファクス、電子メールで「市
民会議参加希望」と明記し、住所、氏名、年齢、電
話番号を記入して企画政策課へ。９月18日（火）必着。
▶詳しくは、企画政策課（☎ 66・1042、ＦＡＸ 62・
5099）へ。

　来年は昭和 18 年の市制施行から 70 周年にあた
ります。この節目の年に、昨年８月に策定した総合
計画を踏まえ、目指す都市像「東アジアに躍動する
国際港湾・交流都市　舞鶴」に向けた次のステージ

（種まきから育成・開花）へのステップとなる取り
組みについて検討する「市民会議」を設置。委員を
募集します。

【内容】10 月～ 12 月の間で、４回程度行う会議に

市制施行 70 周年 市民会議の委員を募集します

　ここ数年、イノシシやサル、カラスなどのほか、
外来種のアライグマが出没し、農作物だけでなく、
人や物への危害、家屋の汚損などの被害が多方面へ
と広がってきています。

地域ぐるみで有害鳥獣の被害を防止しましょう

　市では、有害鳥獣の捕獲や被害の防止に努めてい
ますが、少しでも被害に遭わないためには、地域ぐ
るみで防止活動に取り組むことが大切です。市民の
皆さんのご協力をお願いします。　

有害鳥獣被害を防ぐために

◆くず野菜や果樹の取り残し、生ごみの放置
など、餌場となる誘因をなくしましょう。
◆草刈りや掃除など地域の環境整備に努め、
隠れ場所をなくしましょう。
◆戸締りや不要な庭木の伐採などにより、
家内や敷地内への侵入を防ぎましょう。

▶詳しくは、農林課（☎ 66・1023）へ。　

　シベリア抑留や引き揚げの史実をさまざまなテー
マで、専門家が分かりやすく講義。市内の「縁

ゆかり

」の
場所を巡る企画もあります。お気軽にどうぞ。

【日程・内容】右表のとおり
【定員】先着 20 人
【受講料】 500 円（資料代・保険代を含む）

引き揚げの史実を語り継ぐ連続講座

日　程 テーマ／講師 会　場
９月 30 日（日）

13 時 30 分～ 15 時
復員・引き揚げと遺骨の帰還／
浜井和史・外務省外交史料館職員 中総合会館

10 月 13 日（土）
13 時 30 分～ 15 時

引き揚げの記憶と顕彰／
上杉和央・京都府立大准教授 中総合会館

11 月 11 日（日）
13時30分～15時

舞鶴軍港と地域社会・軍港設置と
舞鶴の変貌／
坂根嘉弘・広島大大学院教授

まいづる
智恵蔵

11 月 17 日（土）
13 時～ 16 時 30 分

引揚関連施設跡巡り（❖引揚記念
館❖平引揚桟橋（復元）❖舞鶴地
方引揚援護局跡❖五条桟橋❖森寮
跡❖上安寮跡）／
長嶺睦・引揚記念館学芸員

市内各所

11 月 25 日（日）
13 時 30 分～ 15 時

シベリア抑留／
谷口栄一・NPO 法人舞鶴・引揚
語りの会理事長　

中総合会館

【日程、テーマなど】

▶詳しくは、引揚記念館（☎ 68・0836、ＦＡＸ 68・
0370）へ。

世界記憶遺産の登録を推進！

【申し込み方法】
９月 18 日（火）まで
に電話かファクスで引
揚記念館へ。

【その他】
４回以上受講した人には
修了証をお渡しします。

日　時 内　容 場　所

   ４ 日（火）   10 時 30 分から  本会議（開会）

 市議会議場

  13 日（木）   10 時から  本会議（代表質問）

  14 日（金）   10 時から  本会議（一般質問）

  18 日（火）   10 時から  本会議（一般質問、質疑）

  21 日（金）   10 時から  予算決算委員会・分科会

  24 日（月）   10 時から  経済消防

 民生労働　

 建　　設

 総務文教

委員会・分科会
 議員協議会室

  25 日（火）   10 時から

  26 日（水）   10 時から

  27 日（木）   10 時から

  10 月１日（月）10 時から  予算決算委員会・分科会

  10 月５日（金）10 時 30 分から  本会議（閉会予定）  市議会議場


