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〈会場〉　稲枝東小学校（稲部町）　〈日時〉　1 0月23日〜 12月
11日　毎週土曜日の10：00〜12：00　〈対象〉　毛筆を基礎
から丁寧に学習したい小学３年生以上の人　〈受講料〉

1 ,600 円（中学生以下は無料）　〈申込期限〉　10月１日㈮（当

日消印有効）      〈定員〉　20人（応募者多数の場

合、抽選）　〈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（ふり

がな）、年齢、電話番号、希望講座を、返
信の表面に郵便番号、住所、氏名を書いて、

教育委員会生涯学習課（〒 522-0001　

尾末町１-38）☎ 24-7971、FAX23-9190

〈内容〉 　絵巻を女性の視点で読み解いてみると、現代にも
通じる女性と男性の固定された描かれ方に気づきます。
改めて、男女共同参画社会への実現に向けての気づき
の一歩となる講座です。　〈場所〉　 男女共同参画セン
ター「ウィズ」会議室　〈日時〉　1 0月７日㈭、同21日㈭　
時間はいずれも10：00 〜 12：00　〈対象〉市内に在住・
在勤・在学の人　〈受講料〉　200 円（各回）　〈講師〉　亀井若

わか

菜
な

さん（滋賀県立大学准教授）　〈申込期間〉９月15日㈬〜
10月４日㈪　〈定員〉30人（先着順）　〈申込方法・問い合

わせ先〉電話かファクス、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

〈場所〉城陽小学校（甘呂町）　〈日時〉1 0月30日〜 11月13
日　毎週土曜日の 10：00 〜 12：00　〈対象〉手作りおや
つに興味のある小学生以上の人　〈受講料〉　600 円（中学

生以下は無料）ただし、材料費 900 円、保険代 100 円が
別途必要です。　〈申込期間〉9月27日㈪〜 10月15日㈮

（当日消印有効）　〈定員〉20人（申込者多数の場合、抽選）

〈申込方法・問い合わせ先〉　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、会
場校を、返信の表面に郵便番号、住所、氏名を書いて、

教育委員会生涯学習課（〒 522-0001 尾末町１-38）☎

24-7971、FAX23-9190

〈内容〉 　手軽に、「からだに優しい料理」の基本を学び、味
にこだわった自慢の一品をつくりましょう。　〈場所〉　

男女共同参画センター「ウィズ」調理実習室　〈日時〉　

1 0月９日㈯、同23日㈯、1 1 月６日㈯、同20日㈯、12月４
日㈯　時間はいずれも10：00 〜 12：00　〈対象〉市内に
在住・在勤・在学の男性　〈受講料〉　2,500 円（全５回分）  

ただし、材料費 3,500 円（全５回分）が別途必要です。　
〈持ち物〉エプロン、フキン２枚、三角巾　〈講師〉　 男女
共同参画センター「ウィズ」の登録団体である「地域活
動栄養士グループ」ほか　〈申込期間〉９月15日㈬〜同
30日㈭　〈定員〉20人（先着順）　〈申込方法・問い合わせ

先〉電話かファクス、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

 

　教室開放事業「鳴鶴書道手習始講座」 　教室開放事業「ビストロファミリー講座」

　ウィズ大学連続講座

　「〜おんなの視点で〜絵巻を読み解く！」
　男のクッキング教室

　彦根市では、市民の皆さんなど、来庁者が使用する窓

口封筒を無償提供していただける事業者（無償提供者）

を募集します。

事業者の条件　窓口封筒に広告を掲載する広告主を募

集し、広告原稿の事前確認や広告主との調整を行うな

ど、広告掲載にかかる一連の業務を行い、彦根市に窓

口封筒を提供する事業者。

無償提供いただく封筒の条件

広告入り窓口封筒　来庁者が市民課や税務課などで

交付を受けた各種証明書などを入れて持ち帰るた

めの封筒

①規格および製作予定枚数

　ア　角型２号（縦 332㎜×横 240㎜）　

　  15,000 枚

　イ　角型６号（縦 229㎜×横 162㎜）

　　60,000 枚

②広告掲載範囲　封筒の表面積および裏面積のそれ

ぞれ３分の１

③掲載できる広告内容　広告主の業種、広告内容は、

彦根市ホームページに掲載しています「彦根市広告

入り窓口封筒無償提供取扱要綱」と「彦根市無償提

供窓口封筒広告掲載基準」を遵守してください。

④設置場所　市役所庁舎（市民課、保険年金課、税務課）、

支所、各出張所

⑤設置期間　平成23年２月１日㈫から１年間

募集期間　９月15日㈬〜10月１日㈮の午前８時30分〜

午後５時15分（土・日曜日と祝日を除く）

※窓口封筒無償提供申込書などを郵送する場合は、募集

期限の 10月１日㈮の消印有効

事業者の選定　提出書類を審査し、要綱や、その他別に

定める要件に合致するかどうか公正に判断し選定し

ます。ただし、応募者が複数ある場合は、選定委員会

を開催し、総合的な評価を行い事業者を選定します。

その他　詳しくは、彦根市ホームページに掲載していま

す募集要項、窓口封筒無償提供申込書などをご覧くだ

さい。

応募・問い合わせ先　 市民課（〒 522-8501 元町４- ２）

☎ 30-6111、FAX22-1398

広告入り窓口封筒の無償提供者を募集します
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」製作200年を記念して、
広島県福山市など朝鮮通信使
とのゆかりの地域で、朝鮮通
信使に関する記念事業が開催
されています。この記念事業
の一つとして、日韓両国共通
の文化である囲碁を通じた文

化交流「日韓トップ棋士囲碁対局」が開催されます。
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九段が玄宮園で対
局を行います。　〈開催日〉　1 0月５日㈫　▶日韓トップ棋

士対局＆大盤解説〈会場〉玄宮園（金亀町）　※対局は鳳翔
台、大盤解説は鳳翔台の近くで開催します。ご覧いただく
には、玄宮園の観覧料（200円）が必要です。　〈時間〉　13：
30 〜 15：30　▶プロ棋士との交流会　〈会場〉戦國丸（花し

ょうぶ通り商店街）（河原三丁目）　〈時間〉16：30 〜 19：00 
〈交流会の参加費〉　3,000円　〈申込期限〉　9月30日㈭ 　
〈定員〉　20人（事前申込が必要。先着順）　〈申込方法・問い

合わせ先〉交流会に参加を希望する人は、はがきに、住
所、氏名、電話番号、年齢を書いて、 観光振興課（日

韓トップ棋士囲碁対局担当）（〒 522-8501　元町 4-2）☎

30-6120、FAX24-9676

彦根市と彦根商工会議所・稲枝商工会では、市内の事業所
などに勤務する従業員で、本市産業の発展に尽くし、その
功績が特に顕著な人を表彰します。　〈対象〉　事業所統計
調査に用いる産業大分類のうち、鉱業、建設業、製造業、
卸・小売業、金融保険業、不動産業、運輸業、情報通信
業、電気・ガス・熱供給・水道業、サービス業に従事す
る雇用保険の被保険者　※ただし、家族従業員、法人の役
員、過去にこの表彰を受けたことのある人は除きます。　

〈表彰基準〉勤続年数が 15 年以上の人、企業の振興に寄与
するなど表彰に値する人　〈被表彰候補者の選出方法〉　事
業所の推薦によります。　〈推薦期限〉９月30日㈭（必着）   

〈推薦用紙提出先〉 商工課、彦根商工会議所（中央町）、
稲枝商工会（稲部町）　※推薦用紙は、各提出先にあるほ
か、彦根市、彦根商工会議所、稲枝商工会のホームページ
からダウンロードできます。〈表彰式〉1 1月19日㈮  9：30
〜、彦根商工
会議所大ホー
ル　　〈問い合

わせ先〉 商工
課☎30-6119、
FAX22-1398、
彦根商工会議
所☎22-4551、
稲枝商工会☎

43-2201

 

　21 世紀の朝鮮通信使
　　〜囲碁で信（まこと）を通わせあう〜

　「日韓トップ棋士囲碁対局」観覧と交流会
湖東定住自立圏の具体的な取り組みとして、高宮から愛知
川の間をスタンプラリー形式で歩く中山道ウォークと、まち
の資源をテーマにした湖東ふるさと塾などを開催します。　

〈開催日〉　９月26日㈰▶中山道ウォーク　〈内容〉　高宮、愛
知川、豊郷のチェックポイントをまわります。 　〈時間〉　9：00
〜16：00（受付は9：00 〜12：00）　〈スタート場所〉　高宮地域
文化センター、旧豊郷小学校校舎群 （豊郷町） 、愛知川びん
てまりの館 （愛荘町）　▶湖東ふるさと塾　〈時間〉　9：00 〜
16：00　〈場所〉　【高宮塾】高宮地域文化センター、、【豊郷塾】
旧豊郷小学校校舎群 、 【愛知川塾】愛知川びんてまりの館   

〈内容〉　各会場で地域資源にスポットをあてた講演会や、体
験型の催しがあります。　▶みんなの手でまちを描こう！　

〈内容〉　湖東ふるさと塾の会場で集めた参加者の手形をつな
いで、１枚の大きな絵にします。　〈時間〉　16：30 〜17：00　

〈場所〉　旧豊郷小学校校舎群　〈その他〉　各講座などは、時間
や定員が異なります。また、参加料が必要なものもあります
ので、申込の際にお尋ねください。　〈申込方法・問い合わ

せ先〉〉　電話で、㈳彦根青年会議所 （平日9：00 〜16：00）☎

22-7522、FAX22-9018　※申込は先着順

〈内容〉 80歳になっても20本の歯を残そうという「8020 運
動」を推進するためのコンクールです。審査日に、問診・歯
科検診を行い、結果を発表します。　〈応募資格〉 満 70 歳
以上の健康でよい歯を持つ人　〈審査・表彰式日時〉　10月31
日㈰　10：00 〜12：30　〈場所〉 ㈳滋賀県歯科医師会口腔

くう

衛生センター（草津市）　〈申込期間〉 9月24日㈮〜10月８日
㈮   〈その他〉当日は、健康に関する講演会も行われます。

〈申込方法〉応募用紙（各歯科医院、 健康推進課、 湖東健

康福祉事務所（和田町）、老人クラブ連合会にあります）に、必要
事項を書いて、㈳滋賀県歯科医師会口腔衛生センターに申
し込んでください。  〈問い合わせ先〉㈳滋賀県歯科医師会
口腔衛生センター☎ 077-564-6692（FAX 共用）

〈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23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30日㈭〜10月30日㈯　

〈申込・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

 

　秋の一日まるごと中山道！
　中山道ウォーク＆湖東ふるさと塾

 

　表彰します　あなたの事業所の優良従業員

 

　第42回よい歯の健康老人コンクール

　平成23年度彦根市春の文化祭協賛事業　


