平成21年度

市民文芸作品

〈応募資格〉
市内および近隣市町（米原市、豊郷町、甲良町、多
賀町、愛荘町、東近江市）に在住、または市内に在勤・在学す
る人、もしくは市内の文芸団体に所属している人〈募集部
１人３句以内、
１人３首以内、
１人３句
門〉
ȭɂɕ
冠題『ひたすらに』
、
『寿ぎて』
、
『ネックレス』
以内、
通じて１人３句以内、 １人２編以内（１編につき原稿用紙
１人１編（原稿用紙５枚以内）、
１人
２枚以内）
〈応募料〉
無料ですが、審
１編（原稿用紙 20 枚以上 50 枚以内）
査結果通知用として 80 円切手を同封してください。（応募
者１人につき１枚）
〈募集期間〉
２月５日㈭〜３月23日㈪（最
終日の消印有効）※応募にあたっては、必ず募集要項をご確
認ください。募集要項は、 教育委員会事務局（市民会館２
、市役所１階受付、各地区公民館、支所・各出張所、高
階）
宮地域文化センター、ひこね市文化プラザ、市立図書館、
みずほ文化センター、男女共同参画センター「ウィズ」
、グ
リーンピアひこね、ひこね燦ぱれす、俳遊館にあります。
〈応募・問い合わせ先〉 教育委員会生涯学習課（〒 522-0001
尾末町１-38 市民会館内）Ԡ 24-7971、FAX22-3015

補聴器適合相談会
〈内容〉
補聴器の正しい知識や使い方を理解し、聞こえにく
さによる問題や不自由さを少しでも軽減できるように、滋
賀県障害者更生相談所の専門員が聴力検査などを行い、相
談に応じます。
〈日時〉
３月３日㈫ 13：30〜15：30 〈場所〉
障害者福祉センター（平田町）〈定員〉
24 人（要予約）〈参
加費〉無料 〈応募期間〉
２月２日㈪〜同1 3日㈮ 〈申込・問
い合わせ先〉
電話か、ファクスで 障害福祉課Ԡ 27-9981、
FAX26-1767 へ

子どもセンター

よし笛づくり

〈内容〉
よし笛を作り、実際に演奏します。
〈日時〉
２月28日
（日夏町）
〈対
㈯ 13：00 〜 15：00〈場所〉
子どもセンター
象〉
小学生以上。ただし、小学１〜３
年生の人は保護者同伴。
〈定員〉
30 人
〈参加費〉1 00 円（保険代含む）〈応募
期限〉
２月25日㈬〈申込方法〉
電話、
ファクス、また直接子どもセンター
へ〈問い合わせ先〉
子どもセンターԠ
28-3645（FAX 共用）

放送大学 平成21年度１学期生（４月入学）
〈放送大学の特長〉
衛星放送（ＣＳデジタル放送）やケーブ
ルテレビ、ラジオで授業をする通信制大学です。 ▶ 15 歳
以上なら、１科目から学習する選科・科目履修生として入
学できます。全科履修生では大学卒業資格が取得できます。
▶ 18 歳以上で、大学入学資格を持っている人なら、全科履
修生として入学でき、卒業すると、学士（教養）の学位を
取得できます。〈願書受付期限〉
２月28日㈯ 〈問い合わ
せ先〉
放送大学滋賀学習センターԠ 077-545-0362、FAX
077-545-2096、ホームページ http://www.u-air.ac.jp/
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子どもセンター

星空教室

〈内容〉
テーマ「冬は、
オリオン座から」 冬の星座を観望し
ます。
〈日時〉
２月20日㈮ 19：00 〜 21：30（悪天候のときは
〈場所〉
子どもセンター（日夏町）
〈対象〉
天
２月21日㈯に順延）
300
体観測に興味のある人（大人も参加できます）〈参加費〉
円 〈申込方法〉
当日、子どもセンターで受付 〈問い合わ
せ先〉子どもセンターԠ 28-3645（FAX 共用）

子育て講座 〜父もやっぱり「親」なんです〜
〈内容〉
０〜３歳の子どもを持つ父親が、父親として今、何
をすればいいのか、子どもとのかかわり方などについて理
解する講座です。
〈日時〉
２月14日㈯ 10：00〜11：30 〈場
おおむね０〜３歳の子
所〉
子どもセンター（日夏町）〈対象〉
どもを持つ父親とその家族〈定員〉
25組 〈参加費〉
無料
〈応募期間〉
２月２日㈪〜同1 1日（水・祝） 〈申込方法〉電話か、
子どもセンター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）

大学サテライト・プラザ彦根特別講演
〈内容〉大学サテライト・プラザ彦根は、市内にある３つ
の大学や企業、行政が、
「大学を活かした地域づくり」に
貢献するための拠点施設として設立されました。その大学
サテライト・プラザ彦根が行う特別講演。
〈演題〉〜古代・
中世の女性たち〜 〈講師〉
脇田晴子（滋賀県立大学名誉教
授）〈日時〉３月７日㈯ 13：30 〜 15：00 〈場所〉大学
〈定員〉1 00
サテライト・プラザ彦根（アル・プラザ彦根６階）
人（先着順）〈受講料〉無料 〈申込方法・問い合わせ先〉
電話、はがき、ファクス、またはＥメールで大学サテライ
ト・プラザ彦根（〒 522-8523 大東町 2-28 アル・プラザ６階）
Ԡ 26-0488、FAX26-4882、Ｅメール：satellite@comet.
ocn.ne.jp へ

ી܄ୣ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 〜 17：15
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
で行っています。
）
問い合わせ先
住宅管理室Ԡ 30-6123、FAX221398

春休み・平成21年度

放課後児童クラブ

〈対象〉働いているなどの理由のため昼間に保護者がいない
小学１〜３年生の児童 〈開設期間〉
①春休み期間ā３月 25
日㈬〜４月９日㈭、②平成21年度 ４月10日㈮〜平成22年
３月24日㈬※ただし、長期休暇期間は除く 〈利用料〉①
期間 5,000 円、②月額 5,000 円 ※①②とも一人あたりの
費用です。また学級費が別途必要です。 〈応募期間〉２月
２日㈪〜同13日㈮ā
〈申込方法〉
①②とも入会を希望する放
課後児童クラブに申し込んでください。 〈その他〉
場所、
定員はそれぞれの放課後児童クラブによって異なります。
詳しくは各放課後児童クラブで配布する「入会のしおり」
をご覧ください。 〈問い合わせ先〉 子育て支援課Ԡ
23-9590、FAX26-1 768

法律講座 - 最期まで自分らしく・・・法的制度を知る〈内容〉
つれあいとの離婚や死別、詐欺の被害や病気、相続
問題など、人生の中で突然起こるトラブルに「知っている
のと知らないのでは大違い」の法律知識や制度を知り、い
きいきと生きるためのノウハウを学ぶ講座です。
〈日時〉
２月1 4日㈯ 1 3：00 〜 1 5：00 〈場所〉 男女共同参画セ
〈対象〉市内に在住・在勤・在学
ンター「ウィズ」（平田町）
〈受講料〉200 円 〈申込期間〉
の人 〈定員〉
30人（先着順）
２月２日㈪〜同13日㈮ 〈その他〉託児あり（０歳〜就学
前、要予約、１回１人 200 円）
〈申込方法・問い合わせ先〉
電話、ファクス、またはＥメールで 男女共同参画センタ
Ｅメール：with.hikone@
ー「ウィズ」Ԡ 24-3529（FAX 共用）、
oboe.ocn.ne.jp へ

統計調査員
〈職務の内容〉
国や県が実施する各種統計調査の業務をその
つど依頼します〈資格〉
市内在住の 20 歳以上の人で、調査
に熱意と責任感を持って取り組み、職務上知り得た調査内
容などの秘密を守れる人 ※ただし、警察・税務・選挙に
直接関係する人は除く〈募集期限〉
２月20日㈮（土・日曜日、
祝日は除く）の８：30 〜 17：15〈申込・問い合わせ先〉 企画
課Ԡ 30-6101、FAX22-1398
平成21年度

市民会館舞台練習場使用（運営）団体

市内で活動する舞台芸術関係団体のうち、練習
〈登録資格〉
成果の発表を目的として定期的な使用を希望する団体で、
運営協議会を構成して、日程調整などの運営に携わるこ
とについて積極的な団体（ただし、営利目的の団体などは使用
できません）
〈登録方法〉 教育委員会生涯学習課（市民会館
１階）で詳しい説明を受け、お渡しする要綱に従って団体
登録申請書を同課に提出してください。書類などの審査
後、登録を許可する団体に登録証を発行し、舞台練習場
２
の使用や、運営をしていただきます〈登録の申請期間〉
月２日㈪〜同16日㈪〈問い合わせ先〉 教育委員会生涯学
習課Ԡ 24-7971、FAX22-30 15
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「ウィズ」市民企画講座提案募集
彦根市男女共同参画センター「ウィズ」では、
市民とのパ
ートナーシップのもとに、男性も女性も自分らしく生きる
ことのできる男女共同参画社会の実現を目指しています。
今回、団体などとの協働により、男女共同参画社会づく
りを推進するため、市民企画講座の提案を募集します。
企画の条件 ①男女共同参画社会の実現のために企画さ
れたものであること ②「ウィズ」を会場とする事業で
あること ③６月１日から平成22年２月27日までに実
施すること ④幅広く市民に参加を呼びかける事業で
あること（地域づくり・子育て支援・高齢者支援・女性
チャレンジ支援・男の生き方など）
採用数 選考のうえ２事業以内
支援の内容 ϱ事業の実施に必要な経費（諸謝金、消耗品費、
印刷費、賃借料費など）※ただし、支援金の上限は５万円
です。 ϲ事業の周知について、
「広報ひこね」に掲載
するほか、公共施設などにチラシを配布します。
応募できる人 市内で活動しているＮＰＯ、市民団体、学
生サークルなど
募集期限 ４月30日㈭（消印有効）
応募方法 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ申し
込んでください。
応募・問い合わせ先
男女共同参画センター「ウィズ」
（〒 522-0041 平田町 670）Ԡ 24-3529（ＦＡＸ共用）
、Ｅメ
ール：with.hikone@oboe.ocn.ne.jp
広報ひこね 平成21年２月１日
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