せ ん て い

彦根市子どもフェスティバル
1 0月17日㈯に開催する
「彦根市子どもフェスティバル」
は、
子どもが中心になって手づくりで行うイベントです。
この
子どもフェスティバルの企画・運営を行う、
委員・メンバー
を次のとおり募集します。
応募期限（両方） ６月19日㈮
申込先（両方） 電話か直接、 子どもセンター窓口へ
子ども未来室☎ 28-1580（FAX 共用）、
問い合わせ先
子どもセンター☎ 28-3645（FAX 共用）へ

ジュニアボランティア
〈内容〉
楽しい遊びのコーナーなど、みんなでアイデアを出
し合い作り上げていきます。
〈対象〉
市内の小学４年生から
中学３年生でスタッフとして意欲のある人で、月１〜２回
程度活動に参加できる人（当日のみの参加も可）

企画・運営メンバー

子どもフェスティバル実行委員会委員
〈内容〉
子育てを支援する団体や個人が連携、協力し、事業
を通して子どもや親、各種団体が交流できることを目指し
ます。企画・運営していく子どもリーダーとともに遊び、
指導する子どもフェスティバ
ル実行委員会のメンバーを募
集します。
〈対象〉趣旨を理解
の上、月１回程度の子どもフ
ェスティバル実行委員会、ジ
ュニアボランティアスタッフ
会議に参加し、意欲を持って
事業の企画、実施に取り組め
る人（原則として高校生以上）
〈定員〉
20 人程度

手話奉仕員養成講座
〈内容〉
手話で自分の考えや意見をじゅうぶんに伝えられ、
聴覚障害者と自由に会話できる人を養成することを目的
に行います。全21講座 〈日時〉
７月２日〜1 1 月５日の毎週
木曜日の 1 9：00 〜 21：00。実地研修を前述開催日以外に
３回予定。 〈場所〉
障害者福祉センター（平田町） ほか〈対
象〉平成 19、20 年度に開催した手話奉仕員養成講座入門
課程を修了し、その後も継続して手話の学習を続けている
人、または手話サークルや手話活動がおおむね２年以上し
ている人で、次の条件を満たす人 ①すべての講座に出席
できる ② 18 歳以上で市内に在住・在勤・在学している
〈教材費〉
1,470 円 〈申込
〈定員〉
20 人（申込多数のときは抽選）
期限〉
6月19日㈮ 〈申込・問い合わせ先〉
市役所１階受付、
支所・各出張所、障害者福祉センター（平田町）にある申込
用紙に必要事項を記入し、 障害福祉課（〒 522-0041 平田
町 594）☎ 27-9981、FAX26-1 767 へ

子育て講座

２〜３歳の子育てについて

〈内容〉
２〜３歳の幼児を持つ保護者を対象に、その年齢の
子どもの特徴と、そのときの子育てに必要な手立てなどを
知るための講座を行います。 〈日時〉
6月23日㈫ 1 0：00〜
1 1：30 〈場所〉
子どもセンター（日夏町）〈対象〉
２〜３歳児
の 保 護 者 〈定員〉
25組（先着順）〈参加費〉無 料 〈応募
６月３日㈬〜同14日㈰ 〈申込方法〉
電話か、子ども
期間〉
センター窓口で申し込んでください。
〈問い合わせ先〉 子
ども未来室☎ 28-1 580（FAX 共用）

彦根キッズ
（小学生）ハンドボール教室
〈対象〉市内か近隣の市町に住む小学生 〈練習日〉
６月1 4
同28日㈰、
７月1 2日㈰、
同26日㈰、
同29日㈬、
８月２
日㈰、
日㈰、
同５日㈬、
同９日㈰、
９月1 3日㈰、
同27日㈰ ※練習
時間は９：30 〜 1 1：30、８月９日㈰は近畿大会に参加しま
〈費用〉
参加料 4,000
す。
〈場所〉
ブリヂストン体育館（高宮町）
円程度 ※新規参加者はほかにスポーツ安全保険代 500
円が必要です。
〈申込方法・問い合わせ先〉電話かファクス
で名前、学年、連絡先を彦根市ハンドボール協会（前川方）
☎・FAX22-1 065 へ

梅干しづくり体験
〈内容〉
地域で採れた食材の加工を体験し、地産地消や伝統
食を若い世代に伝えるため、梅干しづくり体験を３回コー
スで実施します。梅干しは、昔ながらの梅干しと甘めの
梅干しの２種類を漬けます。
〈日時〉
①塩漬け ６月20日
㈯ 1 3：30〜1 6：00、
②赤じそ漬け７月４㈯ 13：30〜1 6：
00、
③天日干し７月1 1 日㈯ 1 3：30〜1 6：00〈場所〉 グリ
ーンピアひこね（清崎町）
〈定員〉
親子20組（先着順）
〈申込期
限〉
６月1 6日㈫ 〈参加費〉１組 1 ,5 00 円 〈持ち物〉
エプロ
ン、
三角巾〈申込方法〉
電話かファクスで グリーンピアひ
こねに申し込んでください。〈問い合わせ先〉 グリーン
ピアひこね☎ 25-3909、FAX25-3972、 農林水産課☎
30-61 1 8 、FAX24-9676
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湖東剪定スクール
〈内容〉剪定技能の向上を図るための技能講習会 〈日時〉
講義：７月、1 2月、実習：8月〜12月に各月１回（全５回）
〈場所〉
講義：ひこね市文化プラザメッセホール、実習：市
内公共施設 〈対象〉
彦根市、愛荘町、豊郷町、多賀町、甲
良町に在住する60〜70歳程度の人で、次のいずれかの条
件を満たす人 ①受講後シルバー人材センターの会員と
なって剪定業務を希望する人 ②現在シルバー人材セン
ターの会員で剪定業務を希望する人 ③現在シルバー人
材センターの会員で技能向上を望む人〈定員〉
50人 〈受講
料〉
無料 ※剪定ばさみなどの道具類は受講者で準備して
ください。
〈応募期限〉
6月15日㈪ 〈申込・問い合わせ先〉
㈳
彦根市シルバー人材センター☎ 22-5622、FAX26-4800

ネイチャーキッズ

木のたんけん隊

〈内容〉
子どもセンター周辺の木を、樹木医さんといっしょ
に観察しながら、お気に入りのマイ・ツリーを見つけ、名
付け親になろう。 〈日時〉
６月20日㈯ ９：00 〜 12：00
（小雨決行）〈場所〉
子どもセンター（日夏町）
〈対象〉小学生
（小学３年生以下は保護者同伴）〈定員〉
20人程度（先着順）〈申
込開始日〉
６月２日㈫ 〈参加費〉100 円（テキスト・保険代含
む）〈申込方法〉
電話か、直接、子どもセンターで申し込ん
でください。〈問い合わせ先〉
子どもセンター☎ 28-3645
（FAX 共用）

彦根市立病院の糖尿病教室
〈内容・講師〉
①糖尿病！あきらめないで これからの治療
（内科医師） ②夏を乗り切る糖尿病の食事〜こんなにある！
勘違い〜（栄養科管理栄養士） ③糖尿病といいお付き合い〜
わかった！できる！セルフコントロール〜（看護師） ④で
きることから始めよう〜毎日の生活の中で簡単体操〜（リ
〈日時〉
６月26日㈮ā13：30
ハビリテーション科理学療法士）
〜 1 6：30〈場所〉
市立病院３階 講堂〈参加費〉
無料〈定
員〉
1 00 人〈問い合わせ先〉
彦根市立病院外来１ブロックԠ
22-6050（内線 1302）※問い合わせは、月〜金曜日の 13：
00 〜 1 7：00 にお願いします。

教室開放事業
くさ か

鳴鶴書道手習始講座

べ めいかく

〈内容〉
日下部鳴鶴の書に親しみながら、毛筆の基本的な筆
遣いを学びます。
〈日時〉
7月1 1日〜９月５日の毎週土曜日
（全８回） 1 0：00〜1 2：00 ※8月15日をのぞく〈場所〉
亀山小
毛筆の基礎から丁寧に学習したい小
学校（賀田山町）〈対象〉
〈受
学３年生以上の人 〈定員〉
20人（応募者多数の場合は抽選）
講料〉
1 ,600 円（中学生以下は無料）※半紙代が別途必要 〈申
6月19日㈮ ※最終日の消印有効 〈申込方法〉
往復
込期限〉
（ふりがな）
、
年齢、
電話番号、
はがきの往信の裏に、
住所、
氏名
希望講座を、
返信用の表に郵便番号、
住所、
氏名を書いて、
教育委員会生涯学習課まで申し込んでください。〈申込・
問い合わせ先〉 教育委員会生涯学習課（〒 522-0001 尾末町
1-38）☎ 24-7971、FAX23-9 190
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