子どもセンター

夏休み親子工作教室

「新成人のつどい」実行委員

〈内容〉
紙とはさみだけを使って虫や動物が作れる「かみわ
今年度新成人となるあなた、平成22年１月10日㈰にひこね市
ざ」KUNI さんの切り紙教室を開催します。また、折り紙
文化プラザで開催される
「新成人のつどい」の企画・運営をし
や牛乳パックを使って、キャラクター作りにも挑戦します。 てみませんか。きっと大きな感動があるはずです。
〈日時〉
8月22日㈯ 1 3：30 〜 15：00〈場所〉子どもセンター
〈活動内容〉実行委員会に参加して祝賀記念交歓会の内容の企
（日夏町）〈対象〉
３歳〜小学生※小学３年生以下は保護者同
画や、当日の運営をしていただきます。
〈活動日〉10 月から平成
無料 〈申込開始日〉
伴〈定員〉
30組程度（先着順）〈参加費〉
22 年 1 月までに５回程度実行委員会を開催 〈申込資格〉今
（平成元年４月２日〜平成２年４月１日に生まれた
８月２日㈰ 〈申込方法〉電話か、子どもセンター窓口で申
年度新成人となる人
８月３日㈪〜同31日㈪
人）で活動意欲のある人 〈申込期間〉
し込んでください。
〈申込・問い合わせ先〉子どもセンター
☎ 28-3645（FAX 共用）
〈申込方法・問い合わせ先〉電話かファクスで、 教育委員会
生涯学習課☎ 24-7971、FAX23-9190 まで

人権啓発リーダー養成講座
〈内容〉
人権問題に関する基礎的な知識や人権感覚を持った、
地
域における啓発活動のリーダーとして活躍できる人材の育成を
目指す講座です。 〈日程・場所・内容〉
下の表のとおり 〈時
間〉
19：00 〜 20：30 ※ 10月８日は 19：00 〜 20：45 〈対
象者〉市内に在住・在勤の人で、人権問題に自主的に取り組む
（先着順）〈受講料〉
無料 〈申
意欲のある人 〈募集人員〉
20 人
込期間〉8月３日㈪〜同 14日㈮ 〈申込方法・問い合わせ先〉
電話、ファクス、E メールで受講希望者の住所、氏名、電話
番号を 人権政策課☎ 30-6115、FAX22-1398、Ｅメール：
jinken@ma.city.hikone.shiga.jp へ

家族のつどい「ほっこり」 特別編
〈内容〉
おむつの種類やあて方、もれない工夫の仕方、どん
なおむつがあっているかなど、高齢者の排泄に関する疑
問・悩みについて学ぶ講座です。
〈日時〉
8月18日㈫ 13：30
〜1 5：30 〈場所〉
福祉保健センター2階 〈定員〉
50人（先着
順）〈参加費〉
500 円 〈申込期限〉
8月16日㈰ 〈申込・問い
合わせ先〉
電話かファクスで、家族のつどいほっこり☎・
FAX24-6638（尾崎方）、☎・FAX23-5494（山口方）へ

県立盲学校開放講座「点字の世界」
〈内容〉
①初級コース…点字で簡単な文章を書きます ②中
級コース…文章を正確に書くために、点字のルールを学び
ます ③応用コース…パソコンで点字の図形を描き、文字
である点字の世界を広げ、点図の面白さに触れます〈日
時〉
９月５日〜10月10日の毎週土曜日、14：00 〜 17：00
〈費用〉初級 4,700 円、中級・応
〈定員〉30人程度（先着順）
用 3,500 円 〈申込期間〉
７月13日㈪〜８月７日㈮の9：00
〈申込・問い合わせ先〉
〜1 7：00（土・日曜日と祝日を除く）
電話で県立盲学校「点字の世界」運営委員会Ԡ 22-2321、
FAX26-3686 へ

外国人に日本語を教えるボランティアの
ための講座 - 日本語の教え方、教えます 〈内容〉外国人に日本語を教える方法の基礎から実践まで
〈日時〉９月５日㈯・同1 2日㈯・同26日㈯ 13：00 〜 14：30
20人（先着順）〈受講料〉
〈場所〉
中地区公民館（大藪町）〈定員〉
1 ,000 円 〈申込・問い合わせ先〉ひこね国際交流会 VOICE
事務局☎・FAX23-5517（丹下方）、Ｅメール：hiro_hime19@
yahoo.co.jp

子育て講座 〜絵本と親しもう〜
〈内容〉
子育てにおける絵本の役割、絵本の読み方について
の話や、実際の読み聞かせを通して、乳幼児とその保護者
に楽しい時間を共有する機会を作ります。〈日時〉
８月21日
子どもセンター（日夏町）〈対
㈮ 1 0：00〜11：30 〈場所〉
象〉
０〜３歳の子どもとその保護者 〈定員〉25組（先着順）
〈参加費〉
無料 〈申込期間〉８月３日㈪〜同12日㈬の 8：30
〜 17：15〈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。
〈申込・問い合わせ先〉 子ども未来室☎
28-1580（FAX 共用）へ
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放送大学

平成21年度第２学期生

〈内容〉テレビ・ラジオで授業を行う通信制の大学です。1 5
歳以上なら教養学部選科・科目履修生として、18歳以上（要
大学入学資格）なら、教養学部全科履修生・大学院修士選科・
科目生として、どなたでも入学できます ▶教養学部全科
履修生は、卒業すると、学士（教養）の学位を取得するこ
とができます ▶幅広い分野の科目から選べ、好きな１科
目だけの受講もできます ▶各自のライフスタイルに合
わせて学習できます 〈願書受付期限〉８月31日㈪ 〈問い
合わせ先〉放送大学滋賀学習センター☎ 077-545-0362、
FAX077-545-2096、ホームページ：http://www.u-air.ac.jp

俳遊館

犯罪被害者等に関する標語
〈内容〉11月25日から12月１日は「犯罪被害者週間」です。犯
罪被害にあった人々が、再び平穏な暮らしを取り戻すことがで
きる社会を一人ひとりが作り上げる必要があります。犯罪被害
者週間に向けて、その必要性を分かりやすく表現した標語を募
集します。 〈申込期限〉８月11日㈫ 〈申込方法・問い合わせ
先〉詳しくは、内閣府犯罪被害者等施策推進室標語募集係☎
03-3581-1162 へ。また、内閣府ホームページ http://www8.
cao.go.jp/hanzai/index.html からも見ることができます。

フリーマーケット出店者

〈日時〉
10月31日㈯・11月１日㈰の 1 0：00 〜 1 6：00 〈場所〉
滋賀大学経済学部構内 ※出店場所は選べません 〈出店
８
料〉
無料 〈募集区画数〉
１日1 00区画（先着順）〈申込期間〉
月６日㈭〜９月30日㈬ 〈申込・問い合わせ先〉
月〜金曜日
（祝日を除く）
に電話で滋賀大学学園祭実行委員会☎ 27-1137
まで。※電話での申込・問い合わせは 10：00 〜 1 7：00

ウィズ秋の料理教室
〈内容〉料理を要領よく作るコツを覚え、健康でいきいきと
生活するための、体に優しい料理を楽しく作ります。〈日
時〉
９月４ 日㈮、
同18日㈮、
10月16日㈮、
同30日㈮、
11月６日
㈮、
同20日㈮
（全６回） 1 8：30 〜 20：30 〈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・
3,000 円。
在勤・在学の人 〈定員〉20人（先着順）〈受講料〉
ほかに材料費として 4,200 円必要です。 〈申込期間〉
８月
１日㈯〜同22日㈯ 〈持ち物〉フキン２枚、三角巾、エプロ
ン 〈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

彦根市囲碁愛好会「市民囲碁大会」

俳句作品募集

〈投句の決まり〉彦根城、玄宮楽々園、埋木舎のほか、開国
ざつえい
や井伊直弼に関すること、または四季を通じての「雑詠」
で、自作、未発表のものを１人につき３句以内 〈投句方
法〉
はがき１枚に３句以内をかい書で書き、
はがき表面の差
出人欄に、郵便番号、住所（ふりがな）、氏名（ふりがな）、俳
・
号（ふりがな）、電話番号、中学生以下は学校名（ふりがな）
学年を書いてください。〈投句料〉無料 〈募集期間〉8月
〈賞〉
「一般の部」
「小・中学生
15日㈯〜9月30日㈬（消印有効）
の部」について、各選者が特選3句、入選15句を選定します。
入賞者には記念品と入選句集を贈り、入賞作品を俳遊館で
展示します。（応募者で希望する人には、入選句集を俳遊館でお渡
〈その他〉
ほかの俳句誌などへの二重投句や類想句、
しします）
類似句が判明した場合は、発表後でも入選を取り消します。
かき もと た え
し すい
あや こ
〈選者〉柿本多映、寺村滋、成宮紫水、野瀬章子（五十音順、
〈応募・問い合わせ先〉 俳遊館（〒 522-0064 本町一
敬称略）
丁目３-24）☎ 22-6849（FAX 共用）※火曜日は休館

滋賀大学学園祭

ミシガン州立大学連合日本センター

「2009 秋季英語プログラム」
〈開講期間〉９月1 4日㈪〜 1 2月８日㈫ ※土・日曜日と祝
日は休講 〈内容〉▶テーマ別・夜間コース（週２〜４時間、
44,000 〜 88,000 円） ▶集中コース
（月〜金曜日、１日２〜４時間、150,000
〜 285,000 円 ）
〈申込期限〉９月２

日㈬ 〈場所〉ミシガン州立大学連
〈申込方
合日本センター（松原町）
法・問い合わせ先〉同センター☎
26-3400、FAX24-9356

夏休み親子彦根城探検隊
〈内容〉
私たちのまちのシンボルともいうべき彦根城をテー
マにして、日ごろは見ることのできない場所などを親子で
ほどこ
ともに探検し、彦根城が築かれるまでの経過や、そこに施
された工夫について学びます。 〈日時〉８月22日㈯ 1 3：
30 〜 1 6：00 ※雨天中止
〈場所〉彦根城内 〈集合場所〉開
国記念館 〈対象〉市内在住、または彦根の歴史や文化に関
〈申込期間〉
８月３日㈪
心のある親子〈定員〉50組（先着順）
〜同20日㈭ 〈参加費〉無料。ただし、テキスト代１部 200
円が必要です。 〈申込方法・問い合わせ先〉
住所・氏名（親
・電話番号を、電話かファクスで 教育委員会文化
子とも）
財課☎ 26-5833、FAX26-5899 へ。なお、 教育委員会
のホームページからも申し込むことができます。

〈内容〉
囲碁活動の活性化と棋力の向上、愛好家同士の交流
を図るため、市民囲碁大会を開催します。〈日時〉
９月５
日㈯ ９：20 〜 15：10 ※受付は９：00 〜 〈場所〉 北
老人福祉センターハピネスひこね（馬場一丁目）〈参加資格〉
アマチュアの人 〈参加クラス・定員〉Ａクラス：有段者、
B クラス：初心者から１級まで。各クラス 40人程度（先着
順）〈参加費〉
1,500 円。
〈大会規約〉
各クラスとも、日本棋
院の規約に準じ、準スイス方式で１人４局打ち（１局１時間
。 〈申込期限〉８月24日㈪ 〈申込・問い合わせ先〉電
以内）
話で彦根市囲碁愛好会☎ 090-6971-7628（渡辺方）まで。

24 時間 チャリティービーチボール大会
〈日時〉
８月29日㈯〜同30日㈰ 1 2：00 〜翌 1 2：00 〈場
所〉
稲枝地区体育館 〈チーム編成〉
１チーム４〜７人 〈参
加料〉1 ,000 円 〈申込期限〉
８月20日㈭〈申込・問い合わせ
先〉
彦根市ビーチボール協会Ｅメール：43-7017puran21@
leto.eonet.ne.jp
小江戸彦根の城まつり

にぎわい市出店者

〈内容〉
城まつり事業の一つとして実施する「小江戸彦根の
にぎわい市（フリーマーケット）」への出店者を募集します。
〈開催期間〉
10月31日㈯〜 1 1 月3日（火・祝） ※飲食物の販売は
1 1 月1日㈰〜同3日（火・祝） 〈場所〉ひこね市文化プラザ（野瀬
町）〈申込条件〉
市内在住の個人もしくは団体（公共機関を除
１ブース
く）で、営利を目的としないもの 〈参加協賛金〉
あたり 5,000 円 〈申込期間〉
８月３日㈪〜同20日㈭ 〈申
込・問い合わせ先〉にぎわい市事務局（㈳彦根観光協会事務局
内）☎ 23-0001、FAX26-1919
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