
10広報ひこね　平成23年６月15日11 広報ひこね　平成23年６月15日

 

〈内容〉彦根市国際交流員と一緒に、ブラジルのおやつ
を作りながら交流を深めます。　〈日時〉７月２日㈯　
13：30 〜 16：30　〈場所〉　　男女共同参画センター 「ウィ
ズ」 調理実習室（平田町）　〈定員〉　15 人（先着順）　〈参加費〉

1 ,000 円　〈持ち物〉　エプロン、三角巾、ふきん　〈申

込開始〉６月17日㈮　〈申込・問い合わせ先〉 人権政策
課☎ 30-6113、FAX22-1398

〈内容〉初心者向けの講座を受けた経験がある人などを
対象に、ポルトガル語の会話能力の向上を目指しま
す。〈日時〉７月７日〜８月25日（毎週木曜日・全８回）

の 19：00 〜 20：30　〈場所〉市民会館２階会議室　〈講

師〉彦根市国際交流員　平田エジナ　〈定員〉15人（先

着順）　〈費用〉　3,000 円（教材費）　〈申込開始日〉　６月15
日㈬ 　〈申込・問い合わせ先〉 人権政策課☎ 30-6113、
FAX22-1398

〈内容〉彦根市国際協会では、湖東定住自立圏域（彦根市、

愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）の小・中学校を対象に、
国籍や文化が異なっていても、互いの多様性を尊重し
あい、ともに生きることのできる社会づくりを目的とし、

「国際理解教育講座」を実施します。この講座の運営に
協力していただける人を募集します。募集にあたり、事
業説明会を開催します。　〈日時〉７月２日㈯ 10：00 〜
12：00　〈場所〉市民会館２階会議室　〈対象〉　18歳以上

（高校生は除く）　〈申込開始日〉　６月15日㈬    〈申込・問い

合わせ先〉彦根市国際協会事務局（市民・国際交流サロン

内）☎ 22-1411（内線 590）、FAX22-1398、E メール：
hikone-il@za.ztv.ne.jp　※日・月曜日は休館日

▶はじめてのパソコン講座　　内  容  エクセル・ワード
を用いて基本操作や簡単な文書を作成します。また、イ
ンターネットの利用方法を学びます。　対  象  初心者で
中学生以上　場  所  西中学校　 日  時 ７月25日㈪、同28
日㈭、８月１日㈪、同４日㈭、同８日㈪、同18日㈭、同22
日㈪の10：00 〜 12：00 　▶作って楽しむパソコン講

座　内  容  名前シールや絵はがきを作成します。　 対  象

小学４年生以上　場  所  若葉小学校　日  時  ７月26日㈫、
同29日㈮、８月２日㈫、同５日㈮、同９日㈫、同19日㈮、
同23日㈫の10：00 〜 12：00　　〈受講費〉1 ,400 円　〈申

込期間〉６月13日㈪〜７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、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
へ。

  

〈内容〉　音楽療法士を迎えて、みんなで歌ったり、踊ったり、
楽しく遊びましょう。　 〈日時〉　６月24日㈮ 10：00 〜 11：
30  〈場所〉　　男女共同参画センター「ウィズ」 会議室（平

田町）  〈対象〉　未就学児とその保護者　〈定員〉　30 組 （先着

順）　〈受講料〉　200 円 （保険代含む）　〈申込期限〉　６月23日
㈭　〈その他〉　託児あり（０歳〜就学前、要予約、１人 200 円）

〈申込方法・問い合わせ先〉　電話、FAX で、彦根市ファミリー 
・サポート・センター☎ 24-3920（FAX 共用） へ。

〈内容〉　夏休み期間中に、日本語の持つ本来の美しさを感
じ、豊かな表現力（考える力・書く力・伝える力）を育む
ため開催します。フィールドワークとして会場周辺を散
策し、その風景から短歌・俳句・川柳・詩をつくります。

〈対象〉市内に在住・在学の小・中学生　※友達同士、親子、
祖父母との参加もできます。　〈定員〉　35人（先着順）   〈講

師〉　彦根文芸協会の会員　〈受講料〉　無料    〈申込期限〉７
月15日㈮　〈その他〉　１講座のみの受講も出来ますが、全
４回受講した人には、修了証と記念品を贈呈します。　

〈申込・問い合わせ先〉小・中学校に配布する申込用紙に
必要事項を書いて、 教育委員会文化振興室（ひこね市文

化プラザ内）へお持ちください。電話・ファクスでも受け
付けます。☎ 23-7810、FAX21-3080

〈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「記

念して」「歳月よ」「感謝する」１人５句、同）、詩（１人１篇、

縦書きの 400 字詰め原稿用紙２枚以内）、随筆・評論（１人

１篇、同３〜５枚、ワープロ可）、小説（１人１篇、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・氏名または雅

が

号
ごう

（ふりがな）・電話番
号を各用紙に書いてください。封筒にも朱書で部門名を
明記してください。　〈その他〉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。上記以外の応募条件もご
確認いただき、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   〈費用〉　１部門 1,000 円     〈申込期限〉７月23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（担当：島野）☎ 22-0479、FAX24-2341

 

　「ひこね文芸」第30号作品
 

　はじめてのパソコン講座・作って楽しむパソコン講座

 

　ブラジル料理教室

　ポルトガル語教室（初級Ⅱ）

　国際理解教育サポーター募集 事業説明会

  

〈内容〉　生きる希望や気力を失いつつある人に電話を通
じて心を通わせ、再び生き抜いていく勇気を持っていた
だくため、あなたも「いのちの電話」に加わって、受話
器を握るボランティアになりませんか。　〈講座開始〉　９
月　〈場所〉　大津市など　〈対象〉　20 歳以上の心身ともに
健康な人　〈定員〉　30人　〈申込期限〉８月10日㈬　〈申込・

問い合わせ先〉申込用紙に必要事項を書いて、NPO 法人
滋賀いのちの電話事務局（〒 520-1590 新旭郵便局私書箱

８号）に提出してください。申込用紙は同事務局のホー
ムページからダウンロードできます。☎ 077-552-1281

（問い合わせは、土・日曜日の 11：00 〜 16：00）、ホームペー
ジ ： http://www.shiga-inotino-denwa.org/

〈内容〉高齢者の関わる交通事故が多発しています。シル
バー無事故運動に参加して、今一度、交通ルールやマナー
を見直しましょう。　〈運動期間〉７月１日㈮〜 10月31日
㈪　〈参加対象〉県内に居住していて、交通ル−ルを守り、
無事故を目指すことができる５人１組のチーム（５人のう

ち、３人以上は 65 歳以上で構成するチーム）　〈参加方法〉①

運動期間中　自動車、バイク、自転車などに乗る人は、自
動車、バイク、自転車の見えやすい場所に「参加ステッ
カー」を貼ってください。　②運動期間終了後  11月９日
㈬までに「無事故達成報告書」を、 交通対策課に提出し
てください。　〈その他〉　参加者全員に、参加ステッカー
と参加賞をお渡しします。無事故を達成したチームには、
抽選で特別賞を贈呈します。　〈申込期間〉６月１日㈬〜
同30日㈭　〈申込方法〉　申込用紙に必要事項を書いて、
交通対策課に提出してください。申込用紙は、 交通対
策課、支所、各出張所にあります。　〈申込・問い合わせ

先〉 交通対策課☎ 30-6134、FAX24-8517

 

　滋賀いのちの電話　電話相談員養成講座
  

〈日時〉７月３日㈰ 10：00 〜 14：00（雨天のときは、中止

する場合があります）　〈場所〉大手前公園（金亀町）　〈出店

料〉　１ブース 500円　〈申込期限〉　６月20日㈪　〈申込方

法・問い合わせ先〉直接、リサイクルステーションで申
し込むか、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 10：00 〜 16：00、木・日曜日・祝日

は休み）☎ 26-4810（FAX 共用）

〈内容〉　平成24年度版の「愛らぶカレンダー」を作成する
にあたり、「暮らしの中の愛・命・人権」をテーマにし
た写真を募集します。　〈対象〉　市内に在住・在勤・在学
の人　〈申込期間〉６月10日㈮〜７月15日㈮（必着）　〈応

募条件〉　❶白黒、カラーのどちらも可。大きさはキャビネ
版・２Ｌ相当（178×127㎜）とし、組写真は不可。  ❷応募
は１人３点まで。　❸応募者本人が撮影した未発表の作
品で、被写体（本人）の了解を得た作品に限ります。　❹そ
の他にも応募条件がありますので、ご確認いただき、応募
してください。　　〈応募方法〉　作品の裏面に、氏名、郵便
番号、住所、電話番号、撮影時期などを記入した応募用紙
を粘着テープで添付し、郵送か直接お持ちください。 応
募用紙は、 教育委員会窓口（市民会館２階）にあります。
また、彦根市ホームページからダウンロードもできます。

〈その他〉　入賞 12 点の撮影者に、図書券を贈呈します。 
〈申込・問い合わせ先〉　 教育委員会人権教育課「愛らぶ
カレンダー掲載写真募集係」（〒 522-0001　尾末町 1-38）

☎ 24-7971、FAX23-9190 へ。

 

　「愛らぶカレンダー」掲載写真

 

　シルバー無事故運動

 

　夏休み文芸ワークショップ

 

　ひこねエコマーケット「夢畑」
 

　ぽっかぽかひろば 子どもと一緒にリズム遊び

  

〈内容〉　地域に密着した健康づくり活動を推進するリー
ダー「健康推進員」を養成する講座を開催します。　

〈対象〉　次の全ての項目に該当する人　❶市内在住のお
おむね 65 歳までの人　❷健康づくりのボランティア活
動に意欲がある人　❸地域の健康推進員とともに継続
して活動できる人　❹住んでいる地区の健康推進員活
動以外に市内での健康推進員活動や行事に参加できる
人   ❺料理に関心がある人　〈日程〉　右の表のとおり　

〈時間〉　９：30 〜 12：00。ただし第１・２・９・14 回
（回数の数字に丸をしている日）は、引き続き 13：00 〜
15：30 も行います。　〈場所〉　福祉保健センター周辺施
設  〈受講料〉　無料    〈申込期限〉７月15日㈮　〈定員〉　30
人〈その他〉　各地区活動、健康推進員活動、乳幼児健診の
見学、楽しく動いて健康づくり大会やウォーキングコー
ス歩き隊への参加があります。　〈申込・問い合わせ先〉

申込用紙に必要事項を書いて、 健康推進課に提出して
ください。申込用紙は、 健康推進課にあります。☎
24-0816、FAX24-5870

 

　健康推進員養成講座


