人権ラブソングフェスティバル出演者

ひこねエコマーケット「夢畑」

〈内容〉
人権（愛・思いやりなど）に関わる歌を通して人権
〈日時〉
９月27日㈰ 10：00 ～ 14：00（雨天のときは中止）
尊重の大切さを考えていただくために、人権に関わる歌
〈場所〉
大手前公園（金亀町）〈出店料〉
１ブース 500
を歌っていただける出演者を募集します。
〈日時〉
12月６
円 〈申込期限〉
９月18日㈮〈申込方法・問い合わせ先〉
日㈰ 10：30 〜 〈場所〉滋賀県立文化産業交流会館小
直接、リサイクルステーションで申し込むか、往復はが
劇場（米原市）〈対象〉県内に在住、在勤の人。 〈定員〉
きの往信の裏面に住所、氏名、電話番号、出店品目、
30 組（先着順）〈出演料〉
無料 〈申込期限〉
９月15日㈫
人数、出店希望日を、返信の表面に郵便番号、住所、
〈申込方法・問い合わせ先〉㈶滋賀県人権センターにある
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 10：00 〜 16：00、木・日曜日は休み）
申込書に必要事項を書いて、㈶滋賀県人権センター「人
権ラブソングフェスティバル」事務局☎ 077-522-8243、 ☎ 26-4810（FAX 共用）へ
FAX077-522-8289 へ
聖泉大学学園祭 フリーマーケット出店者

ひこね市民活動ふれあいまつり参加団体
〈内容〉市民活動の紹介とさまざまな人々の交流の場と
なることを目的に、
「ひこねば 2009 HIKONE-BA」〜
ひこね市民活動ふれあいまつり〜を開催します。この
まつりの参加団体を募集します。
〈開催期間〉10月31日
㈯ 〜 11月29日㈰〈オープニング〉10月31日㈯ 10：00 ～
16：00 場所 ひこね市文化プラザ 〈申込期限〉
９月15
日㈫ 〈申込・問い合わせ先〉
申込書（ブログからもダウン
ロードできます）を、
ひこね市民活動センター☎ 24-4461
（FAX 共用）
、ブログ http://blog.goo.ne.jp/hikone-cac へ

平成22年度彦根市春の文化祭協賛事業
〈協賛事業になったときの利点〉
①彦根市・彦根市教育委
員会の後援名義が使用できます ②広報ひこね、文化祭
ポスターなどによるＰＲができます〈対象事業〉
平成22
年４月〜６月に開催される展示、発表など〈対象団体〉
文化芸術団体、社会教育関係団体、またはこれらに準ず
る団体で、過去に市内外で展示、発表などの活動実績が
ある団体〈応募するときの注意〉使用する施設の使用許
可書か、使用申込書の写しが必要です ※詳細は、募集
要項で必ず確認してください〈申込書・募集要項配布場
所〉
ひこね市文化プラザ、市民会館１階、市役所１階受
付、支所・各出張所、各地区公民館、高宮地域文化セン
ター、みずほ文化センター、市民体育センターなど〈申
込期間〉9月16日㈬〜 10月31日㈯〈応募・問い合わせ先〉
教育委員会生涯学習課文化振興室（ひこね市文化プラザ
１階）☎ 23-7810、FAX21-3080

ひこね元気計画 21

川柳コンクール

彦根市では生活習慣病の予防や皆さんの健康づくりが
しやすいまちづくりをめざした「ひこね元気計画 21」を
推進しています。今回、
「食事と健康」をテーマにした
川柳を募集します。
〈募集川柳〉
「食事と健康」
をテーマ
にした、
５･７･５（字余り含む）の川柳 〈応募資格〉
市内在
住、在勤、在学の人。〈申込期限〉
10月12日（月・祝）〈申し
込み・問い合わせ先〉
市役所・各地区公民館・ 健康推進
課にある応募用紙に必要事項を書いて、直接お持ちいた
だくか、郵送、ファクスで「ひこね元気計画 21」実行
委員会事務局（〒 522-0041 平田町 670
健康推進課内）
☎ 24-0816、FAX24-5870 へ
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〈日時〉10月10日㈯・同11 日㈰の 10：00 〜 16：00 〈場
所〉聖泉大学構内 〈出店料〉１日500円 〈募集区画〉晴
天時 縦４m×横２m。
雨天時 縦２m×横２m。〈申込
期間〉９月１日㈫〜同30日㈬ 〈申込・問い合わせ先〉往
復はがきの往信の裏面に住所、氏名、
（携帯）電話番号、
人数、出店物の概要、出店希望日、区画数（２区画ま
で）を、返信の表面に郵便番号、住所、氏名を書いて
聖泉大学万聖祭実行委員会（〒 521-1123 肥田町720）☎
43-7510、FAX43-5201 へ
彦根市青年団協議会

バルーンアート講座

〈日時〉
9月13日㈰、
同27日㈰ 1 3：30〜1 5：00 〈場所〉
子どもセンター（日夏町）〈対象〉市内在住・在勤・在
学で、10月17日㈯に開催される子どもフェスティバル
で、バルーンアートのスタッフとして活動できる人
〈参加費〉無料。〈申込方法〉当日、直接子どもセンター
にお越しください。
〈問い合わせ先〉午後６時以降に☎
090-9048-8593（北川方）、E-mail:hikonesiseinendan@
mail.goo.ne.jp へ
けつ

骨美人になる秘訣教えます！

骨コツ講座

骨を強くする生活習慣（食事や運動など）を楽しく学び体
験する講座を開催します。
〈内容〉骨を強くするための
運動（運動指導員）、食事の話（管理栄養士）
〈日時〉１回目
10月15日㈭、 ２回目 11月13日㈮、9：30 〜 12：00（受付
は 9：20 〜 9：30）※同じ内容で２回開催します〈場所〉
福祉保健センター別館２階〈定員〉
両日とも30人（先着
順）
〈受講料〉
無料〈申込期限〉１回目 9月30日㈬、２回目
10月30日㈮〈申し込み・問い合わせ先〉 健康推進課☎
24-0816、FAX24-5870

小中学生バレーボール教室
〈内容〉
初心者も経験者も、
目的に合わせてバレーボール
を楽しむための教室です。 男子教室
〈日時〉
毎週木曜日
18：30〜20：30 女子教室
〈日時〉
毎週水曜日 17：30
〜20：00 〈場所〉
近江高等学校体育館（松原町）〈対象〉
小学生以上 〈参加費〉
男子教室は無料。
女子教室は半年
間3,000円。
ただし、
男女ともスポーツ傷害保険として
年間600円必要。〈申込・問い合わせ先〉☎ 22-2323
（近
江高等学校内 野村方）へ

自然観察会「タカのわたり」

障害者スポーツカーニバル

〈内容〉
秋になると南国へ帰っていく渡り鳥や、周辺の
植物を、佐和山山頂で観察します ※天候により中止
になることがあります。〈日時〉
9月23日（水・祝）9：00 〜
1 2：00 〈場所〉
佐和山 ※東山観光駐車場（龍潭寺前）へ
8：50までに集合してください。〈定員〉
40人（先着順）
〈参加費〉
100 円〈持ち物〉
水筒、（あれば）双眼鏡など
〈申込開始日〉
9月2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
りょう た ん じ

教室開放事業

ビストロファミリー講座

〈内容〉
調理実習を通じて、手作りのよさや食生活の大
切さを学びます。
〈日時〉
10月３日〜同17日の毎週土曜
日（全3回） 10：00〜12：00 〈場所〉
城西小学校（本町三
丁目）
〈対象〉
手作りおやつに興味ある小学生以上の人
〈定員〉
20人（応募者多数の場合は抽選）
〈受講料〉
600円（中
学生以下は無料）※材料費 900円と保険料 100円が別途
必要〈申込期限〉
９月18日㈮ ※最終日の消印有効〈申
込方法〉
往復はがきの往信の裏に、
住所、
氏名（ふりがな）、
年齢、
電話番号、
希望講座を、
返信の表に郵便番号、
住所、
氏名を書いて、 教育委員会生涯学習課まで申し込ん
同課（〒 522-0001 尾
でください。〈申込・問い合わせ先〉
末町 1-38）☎ 24-7971、FAX23-9190

彦根城下町検定試験および対策セミナー
第５回彦根城下町検定試験〈日時〉11月８日㈰ 1 3：30
〜 1 4：30 〈場所〉
西中学校（金亀町）〈受講料〉1 ,000 円
第５回彦根城下町検定試験対策セミナー〈日時〉９月
1 2日㈯・10月17日㈯ 1 3：30 〜（連続セミナー） 〈場
所〉
彦根商工会議所 〈定員〉
200人（先着順）
〈受講料〉
無料。ただし、テキストを購入する人は、1,050円が必
要です。〈申込方法・問い合わせ先〉
電話か、FAX、E メ
ールで、彦根商店街連盟☎ 22-7303、FAX27-0134、
E メール：syoren@beach.biwako.ne.jp へ

〈日時〉
10月10日㈯ 9：00 〜 15：30〈場所〉
庄堺公園多
目的広場
（開出今町）※雨天のときは子どもセンターアリ
ーナ 〈対象〉
市内在住の身体障害者、知的障害者、精神
障害者〈競技種目〉60ｍ走、パン食いレースなど（だれ
もが楽しむことができる競技内容です）
〈参加費〉
無料（昼食
は主催者が用意します）
〈申込期限〉
9月24日㈭ 〈申込方
法・問い合わせ先〉 障害福祉課にある参加申込書に必
要事項を記入し、直接窓口で申し込むか、郵送、ファク
ス、電子メールで同課（〒 522-0041 平田町 594 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

子育て講座 〜親子で体を動かして遊ぶ〜
〈内容〉
親子で体を使った遊びを楽しみ、家庭でも親子で
楽しく体を動かす時間が持てるようにしましょう。
〈日
時〉
9月1 7日㈭ 10：00〜10：50、11：00〜11：50 〈場所〉
子どもセンター（日夏町）〈対象〉
２歳、３歳の子どもと
そ の 保 護 者 〈定員〉
各25組（先着順）〈参加費〉無 料
〈持ち物〉
動きやすい服装、飲み物、体育館シューズ（は
だしでも構いません）〈応募期間〉
９月３日㈭〜同13日㈰
の 8：30 〜 1 7：15〈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☎ 28-1 580
（FAX 共用）へ

彦根シティマラソンボランティア
〈内容〉
走路員（交通整理）
〈日時〉
11月８日㈰ 8：30 〜
11：00 ※雨天決行 〈応募期限〉
9月30日㈬ 〈その他〉
ス
タッフには役員帽子を支給します。大会当日、開始前
に現地において説明を行います。必ず時間どおりに集
まってください。集合時刻、場所は、文書でお知らせ
します。
〈応募・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

介護保険制度「地域密着型サービス」事業者を募集します
地域密着型サービスとは、高齢者が、住み慣れた
地域で生活を続けられるように、身近な生活圏域に
ある事業所において、介護サービスを提供するもの
です。
平成22年度に事業を開始するサービス事業者を募
集します。募集するサービスの種類と圏域は右の表
のとおりです。応募資格など、詳しい内容について
は、 介護福祉課までお問い合わせいただくか、彦根
市ホームページをご覧ください。
募集期限 1 1月９日㈪ 17：00（郵送の場合は当日必着）
問い合わせ先
介護福祉課☎ 23-9660、FAX26-1768
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