ウィズ市民企画講座

戦没者遺児による慰霊友好親善事業

妖怪に何かようかい？あなたも妖怪博士！
〈内容〉身近な妖怪・地域に伝承される妖怪をテーマに、３
回シリーズの講座を開催します。 〈テーマ・日時〉１回目
「妖怪－幽霊、お化け、そして神様！ 妖怪は彦根にいる
か？」 ７月24日㈮ 14：00 〜 15：30、 ２回目 「今日は、
淡海（おうみ）の妖怪のお話！」 ８月８日㈯ 1 9：00 〜
20：30、 ３回目 「今も身近にいる？ 妖怪のいる毎日」
８月21日㈮ 1 4：00 〜 15：30 ※テーマは変更になる場合
（平
があります。
〈場所〉 男女共同参画センター「ウィズ」
田町）
〈定員〉40 人 〈参加費〉各回 100 円 〈申込期限〉７月
23日㈭ 〈申込・問い合わせ先〉NPO 法人 LINKS（リンクス）
☎ 090-2061-5135（柴田方）、FAX26-9820 か、 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

親子でお米クッキング

〈趣旨〉
先の大戦で亡くなられた戦没者の遺児を対象に、
戦没
者の戦死した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行い、また同地域の
住民と友好親善を深めることを目的に実施します。 〈巡拝
地域および時期〉中国、フィリピン、沖縄ほか。詳しくは㈶
日本遺族会事業課事業係までお問い合わせください。
〈参
加費〉一律10万円。ただし、沖縄は５万円 〈問い合わせ先〉
㈶日本遺族会事業課事業係☎ 03-3261-5521 内線 3656
〜 8 〈申込先〉滋賀県遺族会事務局☎ 077-522-7227

ポルトガル語講座（初級Ⅰ～日常生活の会話～）
〈内容〉日常生活に使う会話を学び、ブラジルの文化・習慣
にも親しみます。
〈対象〉ブラジルやポルトガル語に興味が
あり、ポルトガル語を学びたい人 〈日時〉８月26日〜９月
30日までの毎週水曜日（９月23日は除く） 19：00 〜 20：30
全５回〈場所〉市民会館２階会議室〈定員〉15人（先着順）
〈教材費〉
2,000 円 〈申込開始日〉
７月21日㈫ 〈申込・問い
合わせ先〉 市民交流課☎ 30-6113、FAX22-1398

〈内容〉ご飯のピザ、ういろう、がらたてもちなど、お米を
使った料理教室を開催します。〈日時〉8月1 9日㈬ 9：30〜
2009 彦根・北びわ湖大花火大会清掃ボランティア
14：00 〈場所〉
グリーンピアひこね（清崎町）〈対象〉
市内在住
〈内容〉
花火大会翌日に会場周辺の清掃活動を行います。
の親子1 5組（先着順、年齢は問いません）〈参加費〉一人 300円
〈日時〉
８月２日㈰ ７：00 〜（２時間程度）※雨天決行 〈集
〈持ち物〉エプロン、三角巾、はし、お茶 〈申込期間〉８月
合時間〉６：45 〈集合場所〉彦根港船乗り場付近 〈問い合
３日㈪〜同７日㈮ 〈申込・問い合わせ先〉住所、氏名、電
わせ先〉彦根・北びわ湖大花火大会実行委員会事務局（㈳彦
話番号、参加人数を書いて、ファクスで湖東地域生活研究
グループ協議会（ 湖東地域振興局農産普及課内）☎ 27-2228、 根観光協会）☎ 23-0001、FAX26-1919
FAX23-0821

川の生き物観察会
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市場に行こう！市場で市
彦根総合地方卸売市場を市民に開放します。ぜひ、
お越しください。先着300人に粗品をプレゼントしま
す。日時 ８月２日㈰ 8：00 〜 13：00
場所 彦根総合地方卸売市場（安食中町）
内容 マグロの解体ショー、地場野菜、菓子、加工食
品、茶、肉、鮮魚などの販売、模擬店
問い合わせ先 彦根総合地方卸売市場㈱☎ 25-2518、
FAX28-1718

エコマーケット「夢畑」
を同時開催します

出店者
募集

時間 ８：00 〜 13：00
出店料 １ブース 500 円 出店数 35ブース
申込期限 ７月24日㈮
申込方法・問い合わせ先 往復はがきの往信の
裏面に住所、氏名、電話番号、出店品目、人
数、出店希望日を、返信の表面に郵便番号、
住所、氏名を書いてリサイクルステーション
（〒 522-0088 銀座町４-19、受付時間 1 0：00 〜 1 6：
00、木・日曜日は休み）☎ 26-4810（FAX 共用）へ。
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〈内容〉
犬上川にすむ魚や水生生物の観察 〈日時〉
８月４日㈫
９：00 〜 1 2：00 ※当日の天候により中止になることがありま
す。〈場所〉
南青柳橋（開出今町）付近の犬上川〈費用〉
100 円
〈申込開始日〉
７月16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）

教室開放事業「もしもピアノが弾けたなら」

「パソコンでデザイン オリジナルうちわづくり」に
チャレンジ ものづくり体験教室

〈会場〉城陽小学校 〈日時〉
９月３日〜10月22日 毎週木曜
〈内容〉自分の表現したいものをデザインし、うちわづくり
日の 18：30 〜 20：00 〈対象〉ピアノ経験のない小学生以
に必要なパソコン操作の知識と技術を学びます。〈日時〉
上の人 〈受講料〉1,600 円（中学生以下は無料）ただし、テキ
８月２日㈰ ９：00 〜 1 2：00 〈場所〉ひこね燦ぱれす（小
スト代が別途必要です。 〈応募期間〉
７月27日㈪〜８月1 4
泉町）〈費用〉
一人 200円 〈定員〉1 5人（先着順）〈対象〉小
日㈮（当日消印有効）〈定員〉
1 0人（応募者多数の場合、抽選）
学５・６年生 〈申込開始日〉７月1 9日㈰ 〈申込・問い合わ
〈申込方法・問い合わせ先〉往復はがきの往信の裏面に住
せ先〉ひこね燦ぱれす☎ 26-7272、FAX26-7377 へ
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、希望講座、会場校
を、返信の表面に郵便番号、住所、氏名を書いて、 教育
子どもセンター 星空教室
委員会生涯学習課（〒 522-0001 尾末町１-38）☎ 24-7971、
〈内容〉太陽の部分日食を観察します。
〈日時〉７月22日㈬
FAX23-9190 まで申し込んでください。
9：00 ～ 12：00 ※悪天候の場合は中止 〈場所〉子どもセ

「プロがつくるお好み焼き」にチャレンジ
ものづくり体験教室

〈内容〉職場体験を通して「ものづくり」の楽しさと仕事
においての責任感と協調性を学ぶことを目的に行います。
〈日時〉８月５日㈬ 10：00 〜 14：00 〈場所〉あまか
らや「将月」（本町二丁目）〈対象〉小学５・６年生とその
親 〈定員〉15 組（先着順）
〈費用〉300 円 〈申込開始日〉
７月1 9日㈰ 〈申込・問い合わせ先〉ひこね燦ぱれす☎
26-7272、FAX26-7377 へ

路線バスを盛り上げるワークショップ（第２回）

みんなで公共交通便利マップをつくろう
〈内容〉
路線バスの利用促進を図るため、市民の視点で分かりや
すい時刻表や路線図を掲載した公共交通マップを作成します。
〈日時〉７月25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〉
７月24日㈮ 〈参加
費〉無料 〈申込方法・問い合わせ先〉電話、ファクス、Ｅメ
ールで、 交通対策課☎ 30-6 134、FAX24-85 17、Ｅメー
ル：koutsutaisaku@ma.city.hikone.shiga.jp へ

☎ 30-6116、FAX27-0395 へ

ンター（日夏町） 〈対象〉天文に興味のある人 〈参加料〉１
人 300円 〈申込方法・問い合わせ先〉
〉直接、 子どもセン
ター☎ 28-3645（FAX 共用）にお越しください。

キッズラボ

のぞいてみようミクロの世界！

〈内容〉
顕微鏡の下のふしぎなミクロの世界をのぞいてみま

せんか。実際にプランクトンを取りに出かけ、顕微鏡で観
察します。 〈日時〉８月９日㈰ ９：30 ～ 1 2：00 〈場所〉
子どもセンター（日夏町） 〈対象〉小学４〜６年生〈申込開
７月16日㈭ 〈定員〉
始日〉
1 5人（先着順）※保護者の参加も
〈申込方法・問
できます。
〈参加費〉一人 200円（保険代含む）
い合わせ先〉
〉
電話か、
直接 子どもセンター☎ 28-3645（FAX 共
用）に申し込んでください。

甲種防火管理再講習
〈日時〉
８月26日㈬ 9：00 〜 1 2：1 0 〈場所〉消防本部（西
今町）
〈受講料〉
2,000 円（テキスト代を含む）
〈定員〉
40人（先
着順）〈申込期間〉
７月27日㈪〜同31 日㈮の 8：30 〜 1 7：
1 5〈申込・問い合わせ先〉 消防本部予防課☎ 22-0332、
消防署南分署☎ 43-5670、同北分署☎ 23-0119、同犬上
分署☎ 38-3130

第23回彦根シティマラソン参加者
日 時 1 1 月８日㈰
※雨天決行
9：26 スタート（1 0㎞・５㎞部門）
9：30 スタート（３㎞・ペア部門）
会 場 県立彦根総合運動場陸上競技場、周辺道路
募集定員 2,500人
申込方法 申込用紙（ 教育委員会事務局、
市役所１階受
付、支所・各出張所、市民体育センター、各地区公民
館、市内郵便局にあります）に必要事項を記入し、参
加料を添えて郵便局で手続をしてください。
申込期間 ７月23日㈭〜９月24日㈭（消印有効）
特典 ひこにゃんの T シャツのプレゼントや、豚汁など
の提供があります。
問い合わせ先 彦根シティマラソン実行委員会事務局
（ 教育委員会保健体育課内）☎ 22-8871、FAX23-9190
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