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新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、各事業の実施を中止・延期することがあります。開催の有無や詳
しい情報はお問い合わせください。発熱や咳などの風邪症状がある場合、参加を控えていただきますようお願いします。
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【HP番号】彦根市ホームページにより詳しい情報を掲載している場合は、ホームページ番号を表記しています。彦根市ホームページのトッ
                プ画面にある検索欄にホームページ番号を入力すると、該当ページに直接アクセスすることができます。

【省略記号】  日時　場  場所　対 対象　定  定員　￥ 費用（記載なし：無料）　 他 その他　託  託児　申  申込　応  応募　問 問い合わせ先

「ひこね子ども文芸作品」募集

募集部門 俳句、川柳、短歌、詩
※詩は、1 点につき 400 字詰め原稿用
紙 2 枚以内　※各部門とも題は自由
応募点数 各部門 1 人 2 点以内
対 市内在住・在学の小・中学生
応 作品に、部門・氏名・ふりがな・住
所・電話番号・学校名・学年を書いて、
10 月 28 日㈮までに文化振興課の窓
口または郵送（当日消印有効）※一部の
部門は彦根市ホームページから応募可
他 ▶応募作品は未発表のものに限りま

す。▶応募作品は返却しません。▶入賞
作品の著作権などは応募者に帰属しま
すが、作品集、広報ひこね、ホームペー
ジなどに掲載します（特選の作品は報道機
関へ情報提供します）。▶広報ひこねや新
聞、ホームページなどに作品の掲載を
希望しない人は、応募時に「掲載不可」
と記入▶各部門とも特選、準特選、佳
作、入選を表彰します。特選受賞者は来
年 3 月に表彰式を行う予定です。
問 文化振興課
☎ 23-7810　FAX 21-3080

【HP 番号：17699】

足軽組屋敷の特別公開

　市指定文化財の足軽組
屋敷 7 棟を一斉公開し、内
部でさまざまな展示を行
うほか、カフェを開きます。

 10 月 15 日㈯、同 16
日㈰ 10：00 〜 16：00
場 芹橋二丁目地区一帯
問 彦根辻番所の会

（渡辺さん）
☎ 23-3073

芹川の秋の自然

　芹川のけやき並木を中心に、植
物や野鳥などを観察して､身近な秋
の自然に親しみます（雨天中止）。

 10 月 15 日㈯ 9：00 〜 12：00
場 芹川けやき並木　※ 8：50 まで
に芹橋北詰 千成亭華見駐車場に集合
対 小学生以上（小学生は保護者同伴）
他 筆記用具・雨具をお持ちください。
問 彦根自然観察の会（平松さん）
☎ 26-0510

環境・エコ歴史ビギナー講座
「徳川家康と井伊直政」

　徳川四天王の一人として、家康の
天下取りに貢献した井伊直政につ
いて、両者の関係を中心に学びます。

 10 月 25 日㈫ 10：00 〜 11：30
定 10 人（先着順）　￥ 200 円
申 10月3日㈪〜同24日㈪に電話
場 問 市民交流センター（里根町）
☎・FAX 23-3582

【HP 番号：13206】

10月は食品ロス削減月間です

　環境省・農林水産省によると、令
和 2 年度は国内で年間約 522 万ト
ンもの食品ロスが発生しました。1
人１日あたり約 113 グラム（お茶椀
１杯分のご飯に近い量）を全国民が毎
日捨てていることになります。
　食品ロスは、他人事ではありま
せん。1 人ひとりの心がけで食品
ロスを減らしましょう。
問 生活環境課ごみ減量・資源化推進室
☎ 30-6116　FAX 27-0395

【HP 番号：20196】

行事名 開催日・期間 会場・場所 入場料 
有・無

エコーホールピアノメンバー演奏会 
ア・ピアチェーレ！ 10月2日㈰　14:00開演（13:30開場） ひこね市文化プラザ　エコーホール 無料

秋の山草展 10月8日㈯～9日㈰ 
9:00～17:00（最終日は16:00まで） ひこね市文化プラザ　ギャラリー 無料

第32回箏・三絃・尺八演奏会 10月9日㈰　13:30開演（13:00開場） ひこね市文化プラザ　エコーホール 無料

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部特別公演in彦根 10月10日（月・祝）14:00開演（13:00開場） ひこね市文化プラザ　グランドホール 有料

航空自衛隊航空中央音楽隊演奏会彦根公演 10月14日㈮　18:30開演（17:15開場） ひこね市文化プラザ　グランドホール 無料

中地区公民館“みなく～る”文化祭 10月15日㈯～16日㈰ 
9:00～16:00（最終日は15:00まで） 中地区公民館 無料

第50回暮らしのアイデア展 10月15日㈯　9:00～17:00 南地区公民館 無料

彦根おやこ劇場　第129回全例会「粕尾将
一の世界一のなわとびショータイム」 10月15日㈯　13:30開演（13:15開場） 城東小学校　体育館

無料（会員
制・お試し
券※1）

『ひこね文芸第40号』刊行
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、『ひこね文芸
第40号』刊行にかかる発表会、講演会、研修会は中止さ
れます。※『ひこね文芸第40号』は刊行されます。

滋賀大学オーケストラ第39回定期演奏会 10月16日㈰　16:00開演（15:30開場） ひこね市文化プラザ　グランドホール 有料

第46回彦光会洋画展 10月21日㈮～23日㈰ 
9:00～17:00（最終日は16:30まで） ひこね市文化プラザ　ギャラリー 無料

西地区公民館文化祭 10月22日㈯　9:00～15:00 西地区公民館 無料
劇団四季　ファミリーミュージカル 
人間になりたがった猫 10月22日㈯　14:00開演（13:30開場） ひこね市文化プラザ　グランドホール 有料

秋の市民音楽祭 10月23日㈰　13:30開演（13:00開場） ひこね市文化プラザ　エコーホール 無料
彦根亭みずほ寄席　神無月公演 10月23日㈰　14:00開演（13:30開場） みずほ文化センター　多目的ホール 有料

東地区文化祭 10月29日㈯～30日㈰ 
9:00～16:00（最終日は15:30まで） 東地区公民館 無料

高宮学区文化祭 11月1日㈫～3日（木・祝） 
9:30～15:00（最終日は12:00まで） 高宮地域文化センター 無料

文化庁 統括団体によるアートキャラバン事業
「JAPAN LIVE YELL project」
イルカ 50th Anniversary コンサート

11月3日（木・祝）14:30開演（14:00開場） みずほ文化センター　多目的ホール 有料

稲枝地区文化祭 11月5日㈯～6日㈰
9:00～16:00（最終日は15:00まで） 稲枝地区公民館　他 無料

第13回（令和4年度）直弼杯将棋大会 11月5日㈯　9:30開演（9:00開場） 彦根商工会議所　大ホール 無料

MOA美術館彦根児童作品展 11月5日㈯　13:00～16:00 
11月6日㈰　9:00～15:00

ひこね市文化プラザ
展示ロビー・ミニギャラリー 無料

河瀬地区文化祭 11月6日㈰　9:00～15:00 河瀬地区公民館　他 無料
鳥居本学区文化祭 11月6日㈰　9:00～15:00 鳥居本地区公民館 無料

※1…観賞いただくには、主催団体の会員となる必要があります。（入会費・年会費等必要）ただし、お試し券（有料・1回のみ）で参加することも可能です。
▶秋の文化祭期間内における彦根城博物館の催しにつきましては、19ページをご覧ください。

問 文化振興課☎23-7810　FAX 21-3080　【HP 番号：19838】秋の文化祭

中止

９月に第 69 回彦根市美術展覧会を開催しました。期間中は、総出品数 303 点の中から 272 点の
作品を展示しました。一般出品の中から、市展賞 6 点、特選 24 点、佳作 16 点が選ばれました。ま
た、無鑑査出品 51 点の中から 5 点が無鑑査奨励賞に選ばれました。29 歳以下の佳作以上の入賞者 3
人に対して、次世代芸術奨励賞を贈呈しました。市展賞、特選、無鑑査奨励賞は、次のとおりです。
問 文化振興課☎23-7810　FAX 21-3080【HP 番号：20253】

＜日本画部門＞
市展賞「猛暑の中でも」早﨑 清美
特選 「角館の桜」長﨑 典子
特選 「沙羅の木」滝沢 千代子
特選 「夏の日のフォーカス」志摩 まゆみ

＜洋画部門＞
市展賞 「輝く朝」林 章江
特選 「静かな光」加藤 みどり
特選 「春うららかに」兒玉 照子
特選 「紫幹翠葉伊吹」村中 弘治
特選 「稲「おーい雲よ」」杉野 澄子
特選 「刻」塩谷 雅子
特選 「旧足軽屋敷の店先」松林 憲一
無鑑査奨励賞 「雨後」久川 邦代

＜彫刻部門＞
市展賞 「恐竜ディメトロドン」三浦 正夫
特選 「阿修羅」清水 弘司
無鑑査奨励賞「トーテム」一円 敏彦

＜工芸部門＞
市展賞 「彦根屏風　双六を囲む遊客」國門 登美恵
特選 「あうんの像」北川 清達
特選 「段付烏帽子形兜」山口 四郎
無鑑査奨励賞「こぼれ陽」谷本 佳代子

＜書部門＞
市展賞「百人一首」武田 仁美
特選 「侯泓詩」德山 清奈
特選 「李白詩」小林 由喜枝
特選 「近江の小倉百人一首」前川 房子
特選 「李白詩」川﨑 保博
無鑑査奨励賞「禅語」安田 祥代

＜写真部門＞
市展賞 「融和」近野 光生
特選 「夏の夕暮れ」三竿 恵理子
特選 「まつりの合間」青木 宏樹
特選 「残照」高村 利和
特選 「気合」強力 美津雄
特選 「ゆかたまつり（B)」脇阪 義孝
特選 「夜のゲレンデ」髙田 徳一
特選 「春を待つ」山口 銀治
特選 「愛コンタクト」田島 龍幸
無鑑査奨励賞「帰り道」大前 岳雄

 「第 69 回（令和 4 年度）彦根市美術展覧会」受賞作品

◀︎市展賞と第 52 回滋
賀県芸術文化祭奨励賞
を受賞した彫刻部門・
三浦 正夫さんの「恐
竜ディメトロドン」


