ミシガン州立大学連合日本センター

2009 夏季短期集中英語プログラム
▶５日間コース①〈日時〉
７月27日㈪〜同3 1日㈮ 〈受講料〉
39,000 円 ▶５日間コース②〈日時〉
８月３日㈪〜同７日
㈮〈受講料〉39,000 円 ▶ 1 0日間コース〈日時〉
７月27日
〈実
㈪〜８月７日㈮ 〈受講料〉66,500円（テキスト代を含む）
施時間〉各コースとも 1 0：00 〜 1 2：00、1 3：1 0 〜 15：10
（１日４時間）〈申込期限〉
７月1 3日㈪ 〈申込・問い合わせ先〉
ミシガン州立大学連合日本センター（松原町）☎ 26-3400

標語と作文 第59回「社会を明るくする運動」
〈募集作品〉青少年の健全育成や非行防止、更生の支援な
ど社会を明るくする運動にちなんだもの 標語 はがきに
１人２編以内 作文 400 字詰め原稿用紙５枚以内に縦書
き。文頭に必ず題名を書いてく
ださい〈応募の決まり〉いずれ
も終わりに住所・氏名・電話番
号を書いてください〈対象〉市
内に在住・在勤・在学の人〈応
募期限〉
５月25日㈪必着〈応募・
問い合わせ先〉 子ども青少年
課（〒 522-004 1 平田町 670） ☎
23-9590、FAX26-1768

乳幼児と保護者が気軽に集まり、子育てを学習しながら
交流できる場を作ります。会場によって開催者や開催日、
内容が異なります。申し込み時に確認してください。
対象 すくすく教室：平成19年４月２日〜同21年４月１日
に生まれた乳幼児と保護者、のびのび教室：平成1 7年４
月２日〜同19年４月１日に生まれた乳幼児と保護者
開講期間 ６月〜平成22年３月（全10回）、午前10時〜同11
時30分（稲枝地区公民館は午前９時45分〜）
講座内容 リズム遊び／表現遊び／音楽遊び／体操／食生
活を考えよう／お話あそび／フリートーキング など
募集定員 下の表のとおり（申し込み多数の場合は抽選）
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子育て講座

０〜１歳の子育てについて

〈内容〉０、１歳の乳幼児の特徴と、この時期の子育てに
必要なことを学びます。
〈日時〉５月25日㈪ 10：00〜1 1：
30 〈場所〉
子どもセンター（日夏町）〈対象〉
０〜１歳の子
どもを持つ保護者 〈定員〉
25組（先着順）〈参加費〉無料
〈応募期間〉
５月７日㈭〜同 17日㈰ 〈申込・問い合わせ先〉
子ども未来室☎ 28-1580（FAX 共用）

政府主催戦没者慰霊巡拝
〈趣旨〉先の大戦で亡くなられた人々を慰霊するため、遺
族の参加を募り、戦地を巡拝するものです。 〈巡拝地域
および時期〉ハバロフスク地方、沿海地方、ザバイカル地
方、オレンブルグ州・スベルドロフスク州、中国東北地区、
フィリピン、ビスマーク・ソロモン諸島、マリアナ諸島、
トラック諸島、北ボルネオ、硫黄島 ※巡拝時期や費用な
ど、詳しくは 社会福祉課までお問い合わせください。
〈参加申込にあたっての注意点〉
▶対象は原則 80 歳以下の
人です ▶慰霊巡拝に訪れる地域は、日本と気候風土が異
なり、また、観光客が通常訪れない地域を長時間移動する
ことがあるので、参加できる健康状態であるという医師の
証明が必要です ▶政府派遣団として行動するため、各々
の戦没場所の慰霊はできないことがあります〈問い合わせ
先〉 社会福祉課☎ 23-9590、FAX26-1768

参加費 2,000円（お子さんが２人の場合は 2,200 円）
教材費 約700円（お子さんが２人の場合は 1 , 400 円）
申込期間 ５月１日㈮〜同14日㈭（最終日の消印有効）
申込方法 往復はがきの往信の裏面に郵便番号、住所、電
話番号、保護者氏名（ふりがな）、子どもの氏名（ふりがな）
と生年月日、性別、希望する公民館と教室名を、返信の
表面にも住所、氏名を書いて同室まで。受講案内は返信
はがきでお知らせします。
※申し込みは１組１地区公民館に限ります。
申込・問い合わせ先
子ども未来室
（〒522-0047 日夏
町4769）
☎ 28-1580（FAX 共用）

彦根市ファミリー・サポート・センター

子育て講習会

〈内容〉ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を受
けたい人や援助をしたい人が、有償で助け合う会員組織で
す。この活動を知っていただき、子育てのヒントとして役
立てていただくために講演会と活動の報告会を行います。
〈演題〉
子どもが喜ぶ手遊びと子どもとのふれあい方につい
橋容子先生 〈日時〉
５月23日㈯
て 〈講師〉
幼稚園教諭
1 0：00 〜 1 2：00 〈場所〉 男女共同参画センター「ウ
会員、
一般（市内に在住、在勤）の人〈定
ィズ」（平田町）〈対象〉
〈受講料〉無料 〈申込期限〉５月20日㈬
員〉
30人（先着順）
〈その他〉託児あり（０歳〜就学前、要予約、1 0人程度、
一般の人は 300 円）
〈申込方法・問い合わせ先〉９：00 〜
17：00 に、電話で彦根市ファミリー・サポート・センター
（ 男女共同参画センター「ウィズ」内）☎ 24-3920（FAX 共用）
へ。ただし、火・日曜日と土曜日の午後は休みです。

子どもセンター

星空教室

〈内容〉テーマ「北極星から始めよう」春の星座を観察し
ます。
〈日時〉
５月1 5日㈮ 1 9：00 〜 21：30（悪天候のときは
〈場所〉
子どもセンター（日夏町）
〈対象〉
天
５月16日㈯に順延）
〈参加費〉
300 円
体観測に興味のある人（大人の参加も可能）
〈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☎ 28-3645（FAX 共用）

子どもセンター

天文クラブ

〈日程〉
下表のとおり 〈場所〉
子どもセンター（日夏町）〈対
象〉
市内の小学４年生〜中学３年生、天体観測に興味のあ
る人〈定員〉
20 人程度〈年会費〉
3,000 円（会員は星空教室
の受講料は無料になります）
〈申込期限〉５月31日㈰ 〈申込方
法・問い合わせ先〉
電話・ファクスもしくは、直接参加費
を持って、子どもセンター☎ 28-3645（FAX 共用）へ

女性チャレンジ支援セミナー 子育て中のおかあさんを応援！

しあわせオーラを味方につける！
〈内容〉一人の女性として、今の自分や自分の価値観などを
見つめ直し、将来のライフプランを考えるための３回講座
です。
〈日時〉５月29日㈮、６月５日㈮、同 1 2日㈮ いず
れも 1 0：00 〜 1 2：00 〈場所〉 男女共同参画センター
〈対象〉市内に在住・在勤・在学の人
「ウィズ」（平田町）
〈受講料〉各回 200 円 〈申込期間〉５
〈定員〉
30人（先着順）
月１日㈮〜同28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ー
「ウィズ」☎ 24-3529（FAX 共用）、Ｅメール：with.hikone@
oboe.ocn.ne.jp へ

彦根市弓道連盟

弓道教室

〈日時〉６月17日〜８月８日の毎週水・土曜日の 19：30
〈対象〉
〜 21：00（全15回）
〈場所〉
弓道場（市立図書館西隣）
（先着順）
〈受講料〉6,500 円（保
高校生以上 〈定員〉15人
険料を含む）
〈申込期限〉６月13日㈯ 〈申込方法・問い合
わせ先〉認印と受講料を持って弓道場☎ 26-0655 へ ※
６月７日㈰ 13：00 〜 16：00 に、弓道場で弓道体験教
室を開催します。（事前の申し込み、受講料は不要）

教育委員会文化財課では、学芸員が日ごろ
の文化財調査や研究活動の成果を、市内各所に
出向いて説明する「講座」を開催します。昨年
度は、42 件のご依頼を受けることができ、今年
度も右の内容について、出前講座を行います。
自治会などの集まりに、ぜひ、ご利用ください。
料金は無料で、時間は 1 時間から 2 時間程度です。
講座の日時などは、お問い合わせいただければ、
調整します。出前するメニューは、右の表のと
おりです。
問い合わせ先
教育委員会文化財課☎
26-5833、FAX26-5899、E メール
：bunkazai@mx.hikone.ed.jp
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