ミシガン州立大学連合日本センター

子どもセンター

2009 春季英語プログラム

子どもバードウォッチング教室

〈開講期間〉
４月15日㈬〜７月８日㈬ā※土・日曜日と祝日は
休講 〈内容〉集中コース（月〜金曜日、１日２〜４時間
1 50,000 〜 285,000 円）
、テーマ別・夜間コース（週２〜４
時間 44,000 〜 92,000 円）
〈場所〉
ミシガン州立大学連合
３月25日㈬ 〈申込・問
日本センター（松原町）〈申込期限〉
い合わせ先〉同センターԠ 26-3400、FAX24-9356、URL：
http://www.jcmu.net、Ｅメール：sifah@mx.biwa.ne.jp

〈内容〉
子どもセンター周辺の荒神山や宇曽川などに生息す
る野鳥を観察し、野鳥の名前や生態を学びます。
〈日時〉
３月21日㈯ ９：30 〜 11：30 〈場所〉子どもセンター（日
夏町）〈対象〉
小学生。ただし、小学１〜３年生の人は保護
者同伴。
〈定員〉30人 〈参加費〉100 円（保険代含む）〈応
募期限〉３月19日㈭ 〈申込方法〉
電話、ファクス、または
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）

世界を楽しもう シンガポール
〈内容〉
シンガポールの生活や文化などについての話を聞く
などして交流します。〈日時〉３月８ 日㈰ 1 4：00 〜 16：
00〈場所〉市民会館第２会議室 〈定員〉
30人（先着順）〈参
加費〉
無料 〈申込・問い合わせ先〉電話かファクスで、ひこ
ね国際交流会 VOICE（丹下方）Ԡ 23-5517（ファクス共用）

〈内容〉中国語発音の初歩から学習します。 〈日時〉４月
７ 日㈫〜 毎週火曜日 19：30 〜 21：00 〈場所〉西地
区公民館 〈講師〉滋賀県立大学留学生 〈参加費〉１か月
2,000 円 〈申込・問い合わせ先〉日中友好協会（河嶋方）
Ԡ 090-3286-8743

〈内容〉
テーマ「今年は世界天文年」空気が澄んだ夜中に輝
く星座・惑星などを観望します。（悪天候の場合、中止）〈日
時〉３月27日㈮ 19：00 〜翌28日㈯ ８：00 〈場所〉子
〈対象〉小学４年生以上・中学生と
どもセンター（日夏町）
保護者。 〈持ち物〉防寒着、手袋、毛布、洗面用具、懐中
電灯、常備薬、軽夜食、飲み物、筆記用具、メモ帳〈参加
〈定員〉
10組 〈応募期限〉
３月2 5日
費〉
800 円（保険代含む）
㈬ 〈申込方法〉
電話か、ファクス、または直接子どもセン
ターへ 〈問い合わせ先〉
子どもセンターԠ 28-3645（FAX
共用）

子育て講座
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市内には、自治会館や個人の家などに本を置いて
貸出をしている「地域文庫」があります。子どもたち
に本を読む楽しさを知ってもらうとともに、活動へ
の理解と参加を呼びかけるため、おもちゃ作家・児童
文学作家の杉山亮さんを招き、講演会を開催します。
日時 ３月 22 日㈰
場所 市立図書館 第１集会室
ものがたりライブ ものがたりを聞く楽しみを親子
でたっぷり体験できます。
時間 1 3：30 〜 1 5：00
対象 小学生以上（できれば親子で参加してください）
定員 70 人（先着順）
大人向け講演会 ものがたりを耳から聞く楽しさに
ついてお話していただきます。
時間 1 5：30 〜 1 6：30
定員 50 人（先着順）
参加料 無料
申し込み方法 電話か直接、市立図書館で申し込ん
でください。
主催 彦根市地域文庫連絡会・彦根市立図書館
問い合わせ先 市立図書館Ԡ 22-0649、FAX26-0300
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「うた遊び、リズム遊び、ふれあい遊び」
〈内容〉
親子で体を動かしたり、触れ合ったりして遊ぶ楽し
さを体験します。
〈日時〉
３月19日㈭ １回目：10：00〜10：
子どもセンター（日夏
50、２回目：11：00〜11：50 〈場所〉
町）〈対象〉
1回目：０〜１歳の子どもとその保護者、２回
目：２〜３歳の子どもとその保護者〈定員〉
各回とも20 組
〈参加費〉無料 〈応募期間〉
３月２日㈪〜同1 5 日㈰ 〈そ
の他〉
動きやすい服装で参加してください。〈申込方法〉
電
話か、または直接子どもセンターの窓口へ 〈問い合わせ
先〉 子ども未来室Ԡ 28-1580（FAX 共用）

彦根城博物館の教室
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古文書のみかた（初級） 侍 中 由緒帳を読む⑵
彦根藩の歴史に関わる古文書をテキストに使います。
〈開
催日時〉４月25日、５月16日、６月20日、7月18日、８月
22日、９月19日の各土曜日（全６回）の 14：00 〜 1 5：30
〈テキスト〉彦根藩士の履歴を記した古文書「侍中由緒帳」
（彦根藩井伊家文書）
〈場所〉
彦根城博物館講堂 〈定員〉
80人
※申込者多数の場合は抽選。ただし、
初受講者を優先 〈受
〈申込期限〉
３月31日㈫（消印有効）
講料〉
500 円（テキスト代）
〈申込方法・問い合わせ先〉
往復はがき往信の裏に、
「
『古文書
のみかた（初級）
』受講希望」
、住所、氏名、電話番号を、
返信の表にも住所、氏名を書いて彦根城博物館学芸史料課
（〒 522-0061 金亀町１- １）Ԡ 22-6100、FAX22-6520 へ

早春の草花観察会

〈内容〉早春に芽吹く植物の観察と野草の調理を通じて、春
〈日時〉３月29日㈰ 1 0：00 〜 1 4：00（雨天のときは中止）
（金亀町）
を味わいます 〈日時〉３月20日)ࣸĆ୳*ā９：00 〜 1 3：00 ※
〈場所〉
大手前公園
〈出店料〉
１ブース 500 円〈出
天候により中止することがあります 〈場所〉荒神山周辺、
店ブース数〉80 ブース 〈申込期限〉３月1 7日㈫ 〈申込
方法・問い合わせ先〉往復はがきの往信の裏に住所、氏名、 農村環境改善センター（グリーンピアひこね）※８：50 まで
に子どもセンター（日夏町）に集合 〈持ち物〉筆記用具、お
電話番号、出店品目、人数、出店希望日を、返信の表にも
にぎりなどの軽食 〈定員〉40人（要申込、先着順）〈参加費〉
住所、
氏名を書いてリサイクルステーション（〒 522-0088
銀座町４-19）☎ 26-4810（FAX 共用）へ
無料 〈問い合わせ先〉快適環境づくりをすすめる会事務
局（ 生活環境課内）Ԡ 30-61 16、FAX27-0395

彦根城

桜の木を保護するための施肥作業

〈内容〉
特別史跡彦根城跡の内堀沿いにある桜の樹勢の回復
を図るとともに、景観を保持するために、施肥作業を実施
します。今回、その作業をしていただけるボランティアを
募集します。
〈日時〉３月８日㈰ ９：30 〜 〈集合場所〉
彦根城桜場駐車場 〈定員〉50人 〈申込方法〉直接、集合
場所にお越しください。 〈問い合わせ先〉 教育委員会文
化財課Ԡ 26-5833、FAX26-5899
◀

初級中国語講座

子どもセンター

天文教室「親子 de 望遠鏡・仮泊編」

エコマーケット「夢畑」
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赤十字県民大学
〈内容〉在宅介護の要領、生活習慣病などに関する講座
〈日時〉４月25日㈯、５月９日㈯、６月1 3日㈯、７月1 1日㈯、
８月８日㈯、９月26日㈯、1 0月24日㈯、11月14日㈯、12月
12日㈯、平成22年３月1 3日㈯の 1 0：1 0 〜 1 1：40 〈場所〉
20 歳以上の人（平成
県立文化産業交流会館（米原市）〈対象〉
20年度受講者は除く）〈定員〉
1 20 人（申込者多数の場合は抽選）
〈受講料〉
無料 〈応募期間〉
３月２日㈪〜３月25日㈬ 〈申込
方法〉往復はがきの往信の裏に郵便番号、住所、氏名（ふり
、年齢、電話番号、返信の表にも郵便番号、住所、氏
がな）
名をそれぞれ書いて長浜赤十字病院総務課（〒 526-8585
日赤滋賀県支部☎
長浜市宮前町 14- ７）まで 〈問い合わせ先〉
077-522-6758

市立病院の今後のあり方について懇談していた
だくなかで、いただいた意見や提言を病院運営の
参考にします。委員の任期は平成23年３月31日ま
での２年間で、懇談会はこの間、年に３回程度開
催する予定です。
対象 市内在住の 1 8 歳以上の人（高校生は除く）
募集人数 ３人（男性１人、女性２人。応募者多
数の場合は抽選）
募集期間 ３月１日㈰〜４月10日㈮
申込方法・問い合わせ先 はがきに住所、名前、年
齢、電話番号と「市立病院懇談会委員応募」と
書いて、
市立病院企画経営課（〒 522-8539 八坂町
1882）Ԡ 22-6050（内線 3514）
、FAX26-0754
へ

広報ひこね 平成21年３月１日

14

