第22回 カロム日本選手権大会
〈日時〉６月28日㈰ 9：00 〜 17：00 〈会場〉市民体育
センター 〈申込方法〉
大会チラシの郵便振替用紙により、
郵便局から払込むか、または日本カロム協会事務局（商
工会議所３階・彦根青年会議所事務局内）に参加費を持参して
申し込んでください。（大会チラシは同事務局、各地区公民館に
あります。
）※ダブルスも個人単位での申し込みが必要で
す。 〈申込期限〉
６月12日㈮（締め切り日の消印有効、クラス
ごとに定員になり次第締め切ります。
）
〈申込・問い合わせ先〉
（〒
522-0063
中央町 3-8 彦根青年
日本カロム協会事務局
会議所事務局内）☎ 22-7522、FAX22-9018、ホームペー
ジ：http://www.biwako.ne.jp/~carom/

子どもセンター 子ども将棋教室
〈内容〉
将棋は、まったく初めてだけどやってみたいという人か
ら、将棋は好きだけどやる機会がない、さらに腕前をあげたい
という人まで、脳のトレーニングをするつもりで気軽に参加して
みませんか。 〈日時〉
第１回 ５月30日㈯、２回目以降 平成22
年２月までの各月最終土曜日（12月のみ19日㈯）全10回 1 3：30
〜 15：30、将棋大会 平成22年３月６日㈯ 〈場所〉
子どもセン
ター（日夏町）
〈対象〉小学生 〈申込期限〉
５月28日㈭ 〈参加
直接、子どもセン
費〉300 円（テキスト・保険代含む）〈申込方法〉
ターで申し込んでください。〈問い合わせ先〉
子どもセンター☎
28-3645（FAX 共用）

「差別をなくし人権を尊ぶ彦根市女性のつどい」実行委員
〜あなたの企画力・実践力をいかしましょう〜
今年度も女性が手をつなぎ、人権が尊重された住みよい
まちづくりを目指し、
「差別をなくし人権を尊ぶ彦根市
女性のつどい」を開催します。このつどいは実行委員会
を組織して取り組みます。皆さんの企画力・実践力を実
行委員会でいかし、女性差別・部落差別などあらゆる差
別の解消のための一歩を踏み出してみませんか。 〈つど
いの期日〉
12月12日㈯（予定） 〈応募資格〉つどいの趣旨を
理解し、月１回程度の実行委員会に参加して、意欲を持
って企画・運営などに取り組める人 〈募集人員〉若干人
〈申込期限〉５月25日㈪ 〈申込・問い合わせ先〉 教育委
員会人権教育課☎ 24-7971、FAX23-9190

路線バスを盛り上げるワークショップ（第１回）

みんなで公共交通便利マップをつくろう
〈内容〉
彦根市の公共交通の時刻表や路線図を掲載したわかり
やすいマップを作成するワークショップの参加者を募集します。
なお、公共交通便利マップ完成予定の平成22年３月までの間
に、数回開催する予定です。 〈日時〉
５月23日㈯ ９：30 〜
1 2：00 〈場所〉
市役所５階第３委員会室〈定員〉
30人 〈申
込期限〉
５月22日㈮ 〈参加費〉
無料 〈申込方法・問い合わせ
先〉
電話、ファクス、またはＥメールで、 交通対策課☎
30-61 34、FAX24-85 1 7、 Ｅ メ ー ル：koutsutaisaku@
ma.city.hikone.shiga.jp へ

米国カルビン大学生

彦根市国際協会では、今年７月から８月にかけて、米国ミシ
ガン州グランドラピッズ市にある、カルビン大学の大学生
を研修生として受け入れます。研修生は、
ホームステイをし
ながら、
彦根市役所と彦根市国際協会でインターン（体験就
業）をします。この事業に協力していただくホストファミ
リーを募集します。なお、受け入れていただく学生は、基礎
的な日本語の会話ができます。
〈受入学生数〉
４人 〈受入予
定期間〉
７月19日㈰〜８月20日㈭ ※１家庭につき、できる
かぎり１週間以上の受け入れをお願いします。
〈応募期限〉
６月1 0日㈬ 〈その他〉
事前に受け入れにあたっての説明会
を開催します。
〈応募・問い合わせ先〉
彦根市国際協会事務局
（国際交流サロン内）
☎ 22-1411（内線 590）※日・月曜日は休館

ウィズ公開講演会

第1 2回
ひこね市民手づくり第九演奏会
演奏会の日時 1 2月2 0日㈰ 14：00 〜
場所 ひこね市文化プラザ グランドホール
演奏曲目 ベートーヴェン作曲 交響曲第９番
「合唱付」
ブリテン作曲 ヘンリーパーセルの主
題による青少年のための管弦楽
し ん どおり ひ で ひ ろ
指揮 新 通 英洋さん
ソリスト 高嶋優羽さん（ソプラノ）
林 育子さん（アルト）
井澤章典さん（テノール）
西田昭広さん（バス）
とぎ や
合唱指揮 磨谷真理さん、北村則子さん、
田中正彦さん
ピアノ伴奏 飯川弓恵さん

ひこね第九合唱団
練習は、８月30日㈰から公演当日までの日曜日の
18：30 〜 21：00 に、ひこね市文化プラザで行います。
回数は約15回を予定しています。初心者を歓迎します。
参加費 5,000 円（学生 2,500 円）
。ひこね市文化プラ
ザ窓口でお支払いいただくか、最寄りの郵便局で振
り込みの手続きをしてください。
※口座番号 14680-13150361、口座名義 ひこね市
民手づくり第九演奏会実行委員会
申込方法 住所、氏名、電話番号、参加できるパート（ソ
プラノ・アルト・テノール・バス）を書いて、ひこね市民
手づくり第九演奏会実行委員会までファクスいただ
くか、郵送してください。ひこね市文化プラザ窓口
や下記ホームページからでも申し込みできます。

問い合わせ先 ひこね市民手づくり第九演奏会実行委員会（ひこね市文化プラザ内）
（〒 522-0055 野瀬町 187-4）
☎ 26-8601、FAX26-8602、ひこね市民手づくり第九演奏会のホームページ http://www.geocities.jp/hikonedaiku/
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科学と女性とダチョウのたまご

〈内容〉科学というと、世俗を離れた普遍的な真理のように
思われがちです。しかし、実はそれぞれの時代の社会や文
化と深く関わって、形を変えてきています。男女のあり方
も科学に影響していることを、
「科学」
「女性」
「ダチョウの
たまご」という、つながりがなさそうな３つの関係から解
き明かします。〈日時〉６月13日㈯ 13：30 〜 15：30 〈講
師〉
小川眞里子（三重大学人文学部教授）〈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
200 円 〈申込期限〉
学の人 〈定員〉
50人（先着順）〈受講料〉
６月12日㈮ 〈その他〉託児あり（０歳〜就学前、要予約、
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

㈶滋賀県人権センター特別賛助費制度 会員
㈶滋賀県人権センターでは、同和問題をはじめとする人権
問題の解決に向けて、さまざまな事業を推進するため、ご
賛同、ご協力いただける賛助会員を募集します。
〈種別〉
（年額）
、
イ．
協力賛助費：１口
ア．特別賛助費：１口 15,000円
〈会員特典〉協力賛助１口で、旬刊紙
「人権
2,000 円（年額）
の友」１部を１年間送付します。また、協力賛助４口また
は、特別賛助１口で、旬刊紙
「人権の友」と月刊誌
「じんけ
ん」各１部を１年間送付します。なお、10月からは、旬刊
紙と月刊誌を統合し、
新たな月刊誌を会員に送付します。こ
のほか、エキスパートスクール
「人権の友」を優先的に受講
（受講料割引）できます。
〈賛助費の用途〉
協力いただいた賛助
費により、旬刊紙や月刊誌の発行などを行い、残ったお金
は、
「同和基金」として積み立てます。詳しくは 人権政策
課、支所・各出張所においてある募集要項（申込書）をご覧く
ださい。
〈問い合わせ先〉
㈶滋賀県人権センター総務企画担
当☎ 077-522-8243、FAX077-522-8289

男女共同参画社会づくり「かけはし」編集委員
〈内容〉
「かけはし」は、男女共同参画社会づくりを目指
して発行する広報誌です。男も女も一人ひとりが自らの
個性や能力をじゅうぶん発揮できる社会を実現するため、
あなたの日ごろの疑問や考えを広報誌作りに生かしてみ
ませんか。 〈募集人員〉３人（応募が定員を超えたときは選
考）
〈任期〉
委嘱時〜平成22年３月31日㈬ 〈応募資格〉
市内
在住で、男女共同参画社会づくりに向けて意欲的に取り
組み、月２回程度の編集会議などに参加できる人（発行は
年１回）
〈期限〉６月13日㈯ 〈応募方法・問い合わせ先〉応
募用紙（ 市民交流課、男女共同参画センター「ウィズ」、支所・
各出張所、各地区公民館にあります）に必要事項と、
「かけは
し」で伝えたいことの作文を記入し、 男女共同参画セ
ンター「ウィズ」（平田町 670）へ☎ 24-3529（FAX 共用）

ホタルの観察会
〈日時〉
６月６日կ 19：00 〜 2 1：00 ※天候により屋外で
の観察は、
中止の場合があります。〈場所〉
南地区公民館（甘
呂町）周辺 ※南地区公民館に 1 8：50 までに集合してくだ
さい。 〈定員〉
30 人（先着順）〈申込開始日〉５月18日㈪
〈参加料〉
1 00 円 〈その他〉
動きやすい服装でお越しくださ
い。 〈申込・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 30-6116、FAX27-0395
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