夏休み親子施設見学会

標本づくり教室

〈日時〉
7月27日㈪
８月３日㈪ いずれも7：
〈内容〉植物や昆虫の採集と、その標本の作り方を学習しま
20 市役所集合〜 16：00ごろ解散 〈見学施設〉彦根総合地
す。
〈日時〉7月18日㈯ 9：00 〜 12：00 ※雨天のときは
あ ま つぼ
中止 〈活動場所〉雨壺山（8：50 までに後日案内の場所に集合）
方卸売市場、消防本部、彦根城博物館、国立印刷局、佛だ
んの岸本 ※一部内容が変更する場合があります。 ※マ
〈定員〉40人（先着順）〈参加費〉100 円 〈持ち物〉筆記用
イクロバスを使用 〈持ち物〉弁当、水筒、筆記用具、帽子、 具、捕虫網、虫かご、古新聞、ダンボール２枚、自転車の
せん てい
敷物など（カメラ持参自由）
〈対象〉
市内在住の小学生（３〜６
荷ひも、剪定ばさみ、マジックペン、水筒、虫よけ など
年生）とその保護者〈定員〉
各回50人（先着順）
〈参加費〉
無料
〈申込開始日期間〉7月１日㈬〈申込・問い合わせ先〉電
〈受付開始日〉７月１日㈬ 〈応募方法・問い合わせ先〉電
話かファクスで「快適環境づくりをすすめる会」事務局（
生活環境課内）☎ 30-6116、FAX27-0395 へ
話で まちづくり推進室☎ 30-6117、FAX22-1 398 へ

市立病院ボランティア
〈内容〉
院内の案内、外来の受診手続き案内、再来受付機の
操作説明、車いすの介助・点検、病棟でのシーツ交換、診
察時などの通訳、イベントの運営補助、楽器などの演奏、
緩和ケア病棟でのティーサービス（お茶などを提供する）など
を、ボランティアでしていただきます。４月１日現在で、
40人が登録されています。
〈その他〉申込時に簡単な面談
をします。また、活動していただく前に活動内容について
事前説明をします。エプロンと名札が貸与されるほか、市
立病院の負担でボランティア保険に加入します。
〈申込・
問い合わせ先〉
市立病院医事課☎ 22-6050（内線 1252）
、
FAX26-0754

俳句入門講座
〈日時〉
７月1 5日〜1 2月２日の毎月第１・第３水曜日（全1 0
回）13：30 〜 1 6：00〈場所〉
彦根市俳遊館（本町一丁目）〈対
しげる
象〉
20 歳以上の俳句の初心者〈講師〉
寺村 滋 さん（元俳遊館
長）
〈定員〉
20人（先着順）
〈受講料〉
無料〈申込期限〉７月
1 0日㈮ 〈問い合わせ先〉
火曜日を除く 9：30 〜 17：00 に、
彦根市俳遊館☎ 22-6849 へ

く

ど、表現方法は自由）

◆標
語 用紙は自由
◆ポスター 四ツ切の大きさの画用紙（38㎝× 54㎝）に、人
権啓発のメッセージを盛り込んでください。
（用紙の向きは
自由）

応募資格 市内に在住・在学・在勤の人
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〈内容〉米国カルビン大学の大学生と、英語による自由な会
話を楽しみながら交流します。 〈日程〉
詳しくは下の表の
とおり〈場所〉
国際交流ミーティングルーム（市民会館３階）
〈対象〉高校生以上 〈募集人員〉各募集枠８人（先着順）
〈参
加費〉６回コース：6,000 円、４回コース：4,000 円、３
回コース：3,000 円〈申込開始日〉
７月４日㈯〜 〈申込・
問い合わせ先〉日・月曜日を除く 8：30 〜 1 7：15 に電話で
彦根市国際協会事務局（市民会館 市民・国際交流サロン内）☎
22-1411 （内線 590）へ

「ひこね文芸」第28回作品
〈募集部門・規定〉短歌（１人３首、必ず専用の応募用紙
で）
、俳句（１人５句、同）
、川柳（１人５句、同）
、冠句
（題「誇りもつ」
「躍動譜」
「田舎道」合わせて１人５句、
同）
、詩（１人１編、縦書きの 400字詰め原稿用紙２枚以
内）
、随筆・評論（１人１編、同３〜５枚、ワープロ可）
小説（１人１編、同５〜７枚、ワープロ可）※応募用紙は
そのまま印刷原稿とするので楷書で明確に書いてくださ
い ※部門ごとに用紙を改め、部門名・住所・氏名（ふり
がな）
・電話番号を各用紙に書いてください。また、封筒に
も朱書きで部門名を明記してください。※いずれも未発表
のものに限ります。 ※応募原稿は返却しません。 ※募
集要項と応募用紙は、市立図書館、各地区公民館、市民会
館、ひこね市文化プラザなどにあります。よく読んで応募
してください。 〈応募資格〉
市内か近隣市町に在住の人、
または市内の文芸団体に所属する人〈会費〉
１部門 1,000 円
〈締切日〉
７月31日㈮（郵送の場合は当日消印有効）
〈投稿先〉
市立図書館内「彦根文芸協会」（〒 522-0001 尾末町８- １）
〈問い合わせ先〉
彦根文芸協会会長（島野方）☎ 22-0479、
FAX24-2341

ネイチャーアドベンチャー
〈内容〉樹木、草花、昆虫、野鳥、水生生物などの観察 〈日
時〉7月25日㈯ 9：30 〜 1 6：00 ※雨天のときは中止
おおり
〈活動場所〉
男鬼町（市役所前に 9：20 までに集合）
〈定員〉40人
（先着順）
〈参加費〉
１人500円 〈持ち物〉水筒、タオル、ビー
チサンダル、簡易雨具、帽子、筆記用具、虫よけ、おにぎ
はし
り、箸、皿など 〈その他〉小学４年生以下は保護者の同伴
が必要です。また、必要に応じて市役所から現地への移動
手段として公用車を準備しますが、チャイルドシートがつ
いていません。６歳未満の子どもが同伴するときは自家用
車で現地へ移動してください。 〈申込開始日〉7月１日㈬
〈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）☎ 30-6116、FAX27-0395 へ

視覚障害者ガイドヘルパー養成研修過程講習会
〈対象〉
市内在住か、市内の指定障害福祉サービス事業所に
勤めている人で、全講習を受講でき、視覚障害者ガイドヘ
ルパーとして確実に活動できる人 〈日程〉
９月９日㈬・同
1 5日㈫・同30日㈬・1 0月１日㈭・同16日㈮ 〈場所〉 視覚
障害者センター（松原一丁目）ほか 〈時間〉
各日おおむね 1 0：
00 〜 17：00〈定員〉2人 ※応募者多数のときは抽選 〈費
用〉
5,000 円程度 〈申込期限〉
７月17日㈮ 〈申込・問い合
わせ先〉土・日曜日を除く 8：30 〜 1 7：15 に、 障害福祉
課☎ 27-9981 、FAX26-1 767 へ

障害児夏休み学童保育ボランティア
子育て講座

子どものケガなどの処置について

〈内容〉
就園前の子どもの保護者を対象に、子どもがケガを
したときなどの対処、処理の仕方を消防士から学びます。
〈日時〉
７月1 6日㈭ 10：00〜11：30 〈場所〉
子どもセンタ
ー（日夏町）〈対象〉
就園前の子どもを持つ保護者 〈定員〉
25組（先着順）〈参加費〉
無料 〈その他〉
託児あり（子どもと
いっしょに受講もできます）〈申込期間〉
７月３日㈮〜同14日
㈫ 〈申込方法〉
電話か、子ども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☎ 28-1580（FAX
共用）

「身近な人権にかかわるいろいろな思いや話」
「人権につ
いて考えるようになったきっかけや体験談」
「地域や職場・
学校など、
人とのふれあいの中で感じたこと」
「普段の生活
の中でやさしい気持ち・温かい気持ちになったこと」
「差
別のない明るいまちづくりを目指して実践していること」
……など、あなたのメッセージを作文・標語・ポスターに
して届けてください。
◆作
文 800字以上 1200 字以内（作文、詩、エッセイな

ら

英語で交流・ミシガン倶楽部

〈内容〉
障害児のための、夏休み学童保育のボランティアと
して、参加児童の保育や介助などをしていただきます。
〈期間〉
7月18日㈯〜 8月31日㈪〈場所〉
市内、甲良町、豊郷
町など（時間、場所など詳しくはお問い合わせください）〈対象〉
障害のある児童の保育に関心のある人（原則1 5歳以上）
〈申
込期間〉
7月１日㈬〜同1 7日㈮〈申込方法・問い合わせ先〉
電話、ファクス、Ｅメールで、 障害福祉課（平田町・障害
者福祉センター内）☎ 27-9981、FAX26-1767、E メール：
shogaifukushi@ma.city.hikone.shiga.jp へ ※ファクス、
Ｅメールは、氏名、住所、電話番号を書いてください。

応募の決まり 作品には必ず「題名、住所、名前（ふりが
な）
、電話番号」を書いてください。市内の小・中学校、
高等学校、事業所などを通じて応募する人は、学校名ま
たは事業所名も書いてください。応募点数は、各部門ご
とに１人１点とします。
※応募作品は未発表のものに限り、原則として返却しませ
ん。入賞作品は、主催者に帰属するものとします。ま
た、彦根市ホームページへの掲載や啓発パネルの作成に
際して、作品の一部を修正することがあります。
※募集要項、チラシが必要な人はお問い合わせください。
表
彰 各部門ごとに特選・入選それぞれ若干名を表彰
します。
応募期限 1 2月9日㈬
応募・問い合わせ先
人権政策課はーとふるメッセージ
募集係（〒 522-8501 元町４- ２）、☎ 30-6115、
FAX22-1398
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