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彦根市では、効率的で効果的な行政運営を進めるため、行

政評価の一環として施策評価や事務事業評価に取り組んで

います。さらに、この行政評価のシステムをより信頼性の

あるものとし、客観性や透明性を高めていくため、市民や

学識経験者で構成する「彦根市行政評価委員会」を設置し

ています。今回、この行政評価委員会の委員を募集します。

〈内容〉任期中に開催される会議（12回程度）に出席いただき、

市民の視点で評価し、行政評価に関する意見等を述べてい

ただきます。〈任期〉５月～平成22年３月　〈資格〉市内在

住で４月１日現在、20歳以上の人〈募集人員〉 ２人（男性・

女性各１人。申込者多数の時は選考）〈応募方法〉 企画課 (市役

所４階 )、支所・各出張所にある応募用紙に、応募の動機な

ど必要事項を書いて、直接持ち込んでいただくか、郵送ま

たはファクスで申し込んでください。応募用紙は、彦根市

ホームページでも手に入れることができます。　〈応募期

間〉４月１日㈬～同15日㈬まで　〈問い合わせ先〉 企画課

30-6101、FAX22-1398

〈内容〉子育て中の保護者が、自分の子育てに見通しが持て

るように、子どもの食事と心身の成長とのかかわりについ

て、栄養士が説明します。〈日時〉４月24日㈮　10：00～

11：30　〈場所〉子どもセンター（日夏町）　〈対象〉０～３歳の

子どもの保護者　〈参加費〉無料　〈募集期間〉４月６日㈪～

同19日㈰　〈その他〉託児あり（定員25人、先着順）〈申込・問

い合わせ先〉 子ども未来室 28-1580（FAX共用）

〈日時〉５月９日㈯　9：00～ 17：00　〈場所〉 消防本部

（西今町）〈定員〉72人（先着順）〈受講料〉5,000円（テキスト代

別）〈申込期間〉４月13日㈪～５月８日㈮までの8：30～ 17：

15（土・日曜日、祝日を除く）　〈申込方法・問い合わせ先〉彦

根防火保安協会事務局（ 消防本部予防課内） 22-0332、

FAX22-9427へ

〈日時〉６月７日㈰　14：00～　〈場所〉滋賀県立大学（八

坂町）　〈願書受付期間〉４月10日㈮～同17日㈮　〈申込方

法・問い合わせ先〉各消防署で配布している願書に必要事

項を書いて、㈶消防試験センター滋賀県支部（〒520-0806

大津市打出浜２-１コラボしが21　４階） 077-525-2977、

FAX077-521-7904まで郵送してください。

〈内容〉彦根市身体障害者更生会が主催する、市内在住の身

体障害者を対象とした歩行訓練と親睦旅行。普段、外出の

機会が少ない人にも声をかけていただいて、ぜひご参加く

ださい。　〈開催日〉６月７日㈰　〈時間〉７：00～８：00集

合（市内のいくつかの場所をバスが巡回します） 〈コース〉岐阜県白

川郷〈参加費〉会員 3,500 円（その付添者 4,500 円）、会員以

外 5,000 円　〈定員〉180人（先着順）〈募集期限〉４月28日

㈫  〈応募・問い合わせ先〉月～金曜日の９：00～ 12：00に、

彦根市身体障害者更生会事務局（ 障害者福祉センター内）

27-7888（FAX共用）へ

〈実施日〉８月14日㈮・15日㈯　〈場所〉日本武道館（東京都千代

田区）〈対象〉原則として戦没者（原爆、一般戦災死没者を含みま

す）の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、孫（原則１柱１回限り）

で、１泊２日の団体行動ができる人　〈募集人数〉県内から

45人（申込者多数の場合は抽選、また、「１柱１回」の条件を満た

す人を優先）〈参加費〉5,000円程度　〈申込期限〉４月17日㈮

（消印有効）〈申込方法・問い合わせ先〉はがきに①郵便番号、

住所、氏名、生年月日、性別、戦没者との続柄、電話番号

と、②戦没者の氏名と本籍地都道府県名を書いて、 健康

福祉政策課（〒520-8577大津市京町4-1-1） 077-528-3514、

FAX077-528-4850へ

博物館をより身近に感じることができる「友の会」に入会

して、歴史・文化との出会いを楽しみませんか。〈年会費〉個

人会員：2,000円。ただし高校生は 1,000円　ジュニア会員

（小・中学生）：500円　賛助会員：１口以上（１口は 10,000

円）　〈会員特典〉①会員証で彦根城博物館の常設展・テー

マ展・企画展が観覧できます。②友の会主催の講演会や見

学会に参加できます。③友の会ニュースや、博物館案内な

どをお送りします。〈会員期間〉入会時から平成22年３月31

日まで　〈入会方法〉彦根城博物館にある入会申込書に必

要事項を記入して、年会費を添えて、彦根城博物館窓口で

申し込んでください。〈申込・問い合わせ先〉彦根城博物館

友の会事務局（彦根城博物館内）☎22-6100、FAX22-6520

　危険物取扱者試験乙種第４類予備講習会

　子育て講座　子どもの食事と心身の成長

　全国戦没者追悼式参列者

　彦根城博物館友の会　平成21年度会員

　男女共同参画に関するさまざまな課題に気づくととも

に、身近な地域や団体で、実践に結びつけることができ

るような知識や技術の習得を目指します。性別に制限さ

れることなく、個性を尊重するまちづくりを目指しましょ

う

日時、内容　右の表のとおり

場　所　男女共同参画センター「ウィズ」（平田町）

対　象　市内に在住、在勤、在学の人

定　員　30人程度（先着順）

受講料　各回200円

申込期限　４月24日㈮

託　児　あり（要事前予約）、１人１回200円

その他　４回以上出席した人には修了証を渡します。

申込方法・問い合わせ先　電話、ファクス、Ｅメール

で同センター 24-3529（FAX共用）、E メール：with.

hikone@oboe.ocn.ne.jpへ

　危険物取扱者試験（前期）

　彦根市行政評価委員会委員

　身体障害者対象　歩行訓練と親睦旅行

       総額１億1,500万円の
       プレミア付商品券取扱店
　

　今年度発売予定の 15％お得なプレミア付商品券

の取扱店（利用できる店舗）を募集します。登録・換

金手数料は不要です。

対象取扱店　市内で、小売業、飲食業、各種サービ

ス業などを営む店舗

申込方法　① 商工課にあります登録申請書に必要

事項を記入して、同課に申し込んでください。申

請書は、彦根市ホームページでも入手できます。

　②彦根市ホームページ「電子申請システム」から

も申し込むことができます。

※ただし、彦根商工会議所、稲枝商工会、彦根商店

街連盟、彦根巡礼街道商店街 (振)、高宮商工繁栄

会、河瀬駅前商工振興会、ビバシティ専門店街に

加盟している対象取扱店は、各所属団体に申し込

んでください。

その他　プレミア付商品券の概要は、登録申請書ま

たは彦根市ホームページをご覧ください。発売日

や発売場所は、広報ひこねなどでお知らせします。

申込期限　４月15日㈬　必着

申込・問い合わせ先　 商工課 30-6119、

FAX24-9676、Ｅメール：shoko@ma.city.hikone.

shiga.jp

募
集
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