募 集
平成21年度 学校給食用食材納入業者
平成21年度中に学校給食用食材を納入する業者（新規）を募
集します。
〈取り扱い品目〉
冷凍・冷蔵食品（豆腐などの大豆
加工品、野菜、肉類は除く）
、乾物、缶詰、調味料、油脂など
〈登録資格〉
▶食料品の製造加工または、販売を行っている
業者 ▶食品衛生管理がじゅうぶんに行われ、従業員に対
し健康管理の行き届いている業者 ▶１日約 8,000 食分、
給食材料を18校へ納入することができる業者 〈申込期間・
申込方法〉
１月13日㈫〜同23日㈮の９：00 〜 17：00（土・日
曜日を除く）に、彦根市学校給食協会（ 教育委員会保健体育課
内）へ必要書類を添えて申し込んでください。
〈問い合わせ
先〉
同課Ԡ 24-7971、FAX23-9190

ボランティアガイド養成講座
〈趣旨〉
彦根ボランティアガイド協会では、彦根を訪れる皆
さんに、郷土の歴史文化や自然風土をボランティア精神を
もって紹介し、彦根への理解と愛着を深めていただくため
案内活動をしています。この講座は、これからこうしたガ
イド活動をしてみたいと考えている人のために開くもの
です。特に外国語での案内に興味がある人は大歓迎です。
〈日時〉
２月３日〜３月10日の毎週火曜日（全６回）の 1 3：
30 〜 16：00〈内容〉
ガイドに必要な知識の講義や彦根城な
どでの現地研修、現役ガイドの体験談など 〈受講料〉
500
円〈対象〉
市内に在住でボランティアガイドに関心があり、
原則としてすべての講座に出席できる人〈定員〉
10 人（先着
１月10日㈯〜同20日㈫ā
〈申込・問い合わせ
順）〈申込期間〉
彦根観光協会
先〉
彦根市観光案内所（彦根駅前）Ԡ 22-2954、
Ԡ 23-0001、FAX26-1919

子育て講座 〜虫歯の予防と健康〜
〈内容〉
乳児期からの口腔衛生が、子どもの健康にどのよう
な影響をおよぼすか。どうすれば虫歯を防げるのか、歯科
衛生士によるお話とブラッシング指導です。
〈日時〉
１月26
子どもセンター（日夏町）〈対
日㈪ 10：00〜1 1：30 〈場所〉
象〉
０〜３歳児とその保護者。ただし、平成20年６月23 日
に同じ講座を受けた人は、受講できません。
〈定員〉
25組
〈参加費〉
無料 〈持ち物〉
コップ、歯ブラシ 〈応募期間〉
１
電話か、子どもセンター
月５日㈪〜同18日㈰ 〈申込方法〉
の窓口で直接申し込んでください。
〈問い合わせ先〉 子ど
も未来室Ԡ 28-1580（FAX 共用）

甲種防火管理新規講習
〈日時〉
２月1 8日㈬、同1 9日խの９：00 〜 16：00 〈場所〉
消防本部（西今町） 〈定員〉72 人（先着順・管内者を優先）
〈受
（テキスト、資料代を含む）
〈申込期間〉
１月26
講料〉
5,000 円
日㈪〜同30日㈮の８：30 〜 17：15〈申込・問い合わせ先〉
消防本部予防課Ԡ 22-0332、消防署南分署Ԡ 43-5670、
消防署北分署Ԡ 23-0119、消防署犬上分署Ԡ 38-3130

平成 21 年度

彦根市秋の文化祭協賛事業

〈対象事業〉９〜 1 1 月に開催される展示、発表などの催し
で、市民が広く参加できるもの〈対象団体〉
文化芸術団体、
社会教育関係団体などで、過去に市内外で展示、発表など
の活動実績がある団体〈協賛事業になると〉
①彦根市・彦
根市教育委員会の後援名義が使用できます。 ②広報ひこ
ね、文化祭ポスターなどによるＰＲができます。〈申込方
法〉申込用紙に必要事項を記入し、使用する施設の使用許
可書または使用申込書の写しを添えて、下記まで（詳細に
ついては、開催要項で必ず確認してください）〈開催要項・
申込用紙の配布場所〉 教育委員会事務局（市民会館２階）、
市役所１階受付、支所・各出張所、各地区公民館、高宮地
域文化センター、みずほ文化センター、ひこね市文化プラ
ā
〈申込・問い合
ザ 〈申込期間〉
１月1 9日㈪〜２月27日㈮ā
わせ先〉 教育委員会生涯学習課Ԡ 24-7971、FAX22-3015

外国人に日本語を教えるボランティアの
ための講座 - 日本語の教え方、教えます 〈内容〉
外国人に日本語を教える方法の基礎から実践まで
〈日時〉
１月1 4日〜２月1 8日の毎週水曜日（２月1 1日は休講、全
５回）の 1 9：00 〜 20：30〈場所〉
市民会館２階 会議室
〈受講料〉
2,000 円〈申込期間〉
１月７
〈定員〉
30 人（先着順）
日㈬以降の８：30 〜 17：15（日・月曜日を除く）〈申込・問い合
わせ先〉彦根市国際協会事務局（市民会館１階 市民・国際交流
サロン内）Ԡ 22-1 41 1 （内線 590）
Ɋ

ɣ

産業別最低賃金・滋賀県最低賃金
改正のお知らせ

ȵɭ ɀȞ

薔薇づくり教室（剪定講習会）

ી܄ୣ൮!ࢧଞၕୠ
募集住宅 中藪団地（中藪町） １戸
※単身入居はできません
受付期間 ２月２日㈪〜同10日㈫（土・日曜日は
除く）の８：30 〜 1 7：1 5
入居決定の時期 ３月中旬ごろ
入居できる時期 ３月下旬以降
申込方法 本人または同居（同居予定を含む）の
家族の人が、 住宅管理室（市役所１階）へ申込
書を提出してください。なお、申込の条件があ
りますので、詳しいことはお問い合わせくださ
い。
（申込書などの書類の交付は、１月26日㈪
から同室で行います。
）
問い合わせ先 同室Ԡ 30-6123、FAX22-1398
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彦根市青少年健全育成
フォーラムを開催します
日時 １月31日կ 14：00 〜 16：30
場所 ひこね燦ぱれす（小泉町）
内容
作文、絵画・ポスター特選者表彰
小中学生作文発表
「わたしのふるさと」
、中学生広場「私の思い 2008」
講演 「多世代で行う地域作り」
ȜȾ ə ɂɜɌɁ
講師 渥美公秀さん（大阪大学准教授）
青少年活動発表
ɐ Ƞ ɚ
よさこいソーラン演舞 舞宇夢赤鬼
問い合わせ先
子ども青少年課Ԡ 23-9590、FAX261768

〈内容〉
剪定はバラ作りの第一歩。彦根周辺では、１月下旬
〜２月上旬が剪定に適した時期です。この時期に合わせ
て、庄堺公園のバラ園で、剪定の講習会を開催します。
〈日時〉
１月22日㈭ 13：30 〜 15：00 ※荒天の場合は 23
〈受講料〉
無
日㈮に順延〈場所〉
庄堺公園バラ園（開出今町）
料〈持ち物〉剪定ハサミ、革手袋 〈その他〉
屋外での講習
です。防寒着をご着用ください。
〈問い合わせ先〉 都市計
画課Ԡ 30-6124、FAX24-8517

彦根市日中友好協会

春節交流会

〈日時〉
２月１日㈰ 1 1：00 〜 1 4：00〈場所〉市民会館２
階 〈内容〉中国人留学生などの指導による中国の家庭料
2,000
理づくりと、その料理を囲んでの交流会 〈参加費〉
円 ※中国国籍の人は 500 円 〈申込期間〉１月６日㈫
〜同30日㈮ の ８：30 〜 1 7：1 5（ 日・ 月 曜 日 は 除 く ） 〈 申
込方法〉電話で市民・国際交流サロンԠ 22-1411（内線
590）へ 〈問い合わせ先〉
Ｅメール：onushi1818@yahoo.
co.jp（北村方）

問い合わせ先 彦根労働基準監督署
Ԡ 22-0654、FAX26-0241

広報ひこね 平成21年１月１日
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