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湖岸で地域を結ぶ 12
くつきの森ビギナーズ
～ ウォーキング
集落を散策 ～
高島市の四季折々の自然に触
鯖街道で有名な朽木市場周辺
れながら、５回（３月～９月の
を散策します。歴史をたどりな
第２日曜日、ただし７月、８月
がら当時の面影が残る町並みを
は除く）にわたり、湖岸で地域
ぶらり歩いてみませんか。
を結ぶウォーキングを開催しま
す。今回は
「高島地域コース（約
▼日時
３月９日（土）
６km）
」です。
13 時～ 15 時
高島市スポーツ推進委員と楽
森林公園くつきの森
▼場所
しく歩きましょう。
▼講師
若林 譲さん
▼定員 30 人
▼日時 ３月
10 日（日）
▼参加費
５００円
８時
30
分～ 10 時ごろ
▼申込方法 メール、ファックス
▼集合
旧萩の浜観光案内所前
▼申込締切 ３月６日（水）
▼対象者 高島市民
※定員になり次第締め切り
（小学生以上）
※詳しくはホームページをご覧
▼参加料
１００円（保険料）
ください。
※当日徴収します。
http:www.zb.ztv.ne.jp/
▼持ち物等
fk7mkxbp/asosatoyama/
ウォーキングのできる服装、
履き慣れた靴、お茶、タオル、
・ 森林公園くつきの森
各自必要な物
（38）8099
※参加を希望される方は現地に
（38）8012
直接お越しください。申し込み
asosatoyama@zb.ztv.ne.jp
は不要です。
※天候等による実施の有無は、
現地で判断します。

市民ボウリング大会

市民スポーツ課
参加者募集！
（32）
4459

個人戦４ゲームで競うボウリ
ング大会を開催します。ぜひご
参加ください。
文化協会のクラブを

体験してみよう！

▼日時 ３月 17 日（日）10 時～
オカリナ、フォークダンス、
（集合）９時 45 分
水墨画、七宝焼など時間割で文
▼場所 エースレーン堅田
化協会のクラブ体験をしていた
▼対象者
高島市在住または
だけます。今年は、吹田市から
在勤の方
マジック、バレエの披露や切り
▼参加費
１，
８００円
絵などの体験もできます。
▼申込締切
３月 10 日（日）
▼日時
２月 10 日（日）
高島市体育協会事務局
10
時～ 16 時
（20）
1809
▼場所
安曇川公民館全館
（32）
0990
高島市文化協会事務局
（社会教育課内）
（32）4457
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募
子どもなんでも発表会
滋賀県公立小・中学校
高島の木の家モデル住宅でセミナー開催
講師募集
出演者募集

高島の木の家耐震セミナー
「一回でも多く人前で練習の
びわ湖源流の郷たかしまで
成果を発表する経験が子どもを
育った木を使用したモデル住宅
大きく成長させる。
」をモットー
で、耐震についてお話します。
にはじめた発表会は、今年で
高島の木の家認定住宅の木組み
10
回目になります。出演して
を見ながら、木造住宅の耐震構
みませんか？
造について考えてみませんか。

「きのいえどき」
くらしを楽しくするセミナー
▼種類
○臨時講師
木を使った家のイメージづく
産前産後の休暇等の特別休
り、キッチン、収納など具体的
暇、育児休業等の教諭の代替と
な内容や維持管理の方法などを
して臨時に任用する常勤の講師
シリーズで設計士を交えて楽し
○非常勤講師
くお話するひとときです。
週のうち、あらかじめ定めら
▼日時
３月３日（日）
れた時間、教科・科目の授業の
▼日時 ３月 10 日（日）
▼日時 ３月 16 日（土）
13
時 15 時
みを行う非常勤の講師
13 時～
時 3016
分～
13 時 30 分～ 15 時 30 分
▼場所
▼応募資格
▼内容
家を建てる場合に気を
▼内容 安曇川公民館
住宅の耐震対策につい
▼対象
市内の幼児～ 18 歳
・小学校教諭、中学校教諭、養
つけるキッチン、水回りについ
て設計士が解説します。
▼内容
護教諭、栄養教諭のいずれかの
て考えます。
▼定員 合唱、舞踊、漫才、コ
30 人程度
ント、カラオケ、ダンス、ピア
普通免許状を所有されている方
▼定員
10 人程度
▼参加費 無料
ノなど、ステージで発表できる
（免許状取得見込みの方も含む）
▼参加費 無料
▼申込締切 ３月６日（水）
ものなら何でもＯＫです。
・心身ともに健康で、勤務に耐
▼申込締切 ３月 13 日（水）
▼参加費 無料
え得る方
▼申込締切 ２月 15 日（金）
▼応募期間
随時
▼場所 高島の木の家モデル住宅（新旭町新庄一丁目３－ 12）
▼申込方法
▼応募方法
▼申込方法 メール、ファックス
安曇川公民館にある申込用紙
志願書と教員免許状の写しを
※詳しくはホームページをご覧ください。
に、必要事項を記入の上、お申
高島市教育委員会事務局学校教
http://www.takashima-kinoie.jp/
し込みください。
育課、または滋賀県教育委員会
事務局教職員課に提出してくだ
・ 高島の木の家づくりネットワ－ク
・ 安曇川公民館
さい。
（20）1179
（20）1660
（安曇川町子ども会連合会事務局）
応募書類は、学校教育課にあ
takashima-kinoie@nike.eonet.ne.jp
（32）0003
ります。
（後援）安曇川青少年育成学区民会議
※志願書の提出により滋賀県講
師志願者名簿に登録されます。

国際交流サロン

参加者募集

・応 学校教育課
市内在住の外国人の方から「本場の外国語」を学ぶサロンを開催
（32）4471
しています。外国の先生と直接お話ができるチャンスです！
受講生
英語サロン中級
韓国語サロン
内閣府青年国際交流事業 参加青年募集！
増加中！の
講師
ケビン・ディーガン
チョウ・ポンナ
人気サロン
内閣府では、日本と世界各国の青年との交流を通して、広い国際
日程
３月２日（土）
的視野と国際協調の精神を身に付けた、次代を担うにふさわしい青
①９時 30 分～ 10 時 30 分
① 14 時～ 15 時 （初心者向け）
時間
年を育成するため、青年国際交流事業を実施しています。現在、平
② 10 時 45 分～ 11 時 45 分
② 15 時 15 分～ 16 時 15 分
成 25 年度事業の参加青年を募集しています。詳しくはお問い合わ
場所
今津東コミュニティセンター
せください。
定員

各回 10 人（先着順）

▼事業名・実施時期
○国際青年育成交流…………９月
▼参加費
一般：１回６００円（会員３００円）
○日本・中国青年親善交流…９月
小学生以下：１回３００円
○日本・韓国青年親善交流…９月
※さらにお得な会員用ＴＩＦＡカードも今津東コミュニティ
○東南アジア青年の船………10
月～ 12小学生以下１，
月
センターで販売（11 回分３，０００円、
５００円）
▼募集期間
２月１日（金）～３月
22
日（金）
▼申込方法 電話、ファックス、メール
・ 高島市国際協会事務局（今津東コミュニティセンター内）
滋賀県健康福祉部子ども・青少年局
・
（20）
1180
077
（528）
3557 tifa822@ares.eonet.ne.jp

集

海津大崎の桜並木クリーン作戦
に参加しませんか

高島市未来へ誇れる環境づくり
推進委員会委員を募集します

「美しい・マキノ桜守の
会」では、春の観光シー
ズンを前に、海津大崎の
桜並木でクリーン作戦 ( ゴ
ミ拾い ) を実施します。
訪れる方々に、より美
しく、より気持ちよく桜並木をご覧いただきたい
と考えています。活動に興味のある方は、お気軽
にご参加ください。

高島市未来へ誇れる環境づくり推進委員会委員
を募集します。

▼日時
▼場所

３月 17 日 ( 日 ) ９時から２時間程度
旦過園地集合
（マキノ町海津・大崎並木口）
※積雪が多い場合、７時に雨・風・雷注意報が発
令されている場合は中止します。
「美しいマキノ・桜守の会」代表事務局
（27）1121
マキノ支所

▼内容
・地域の良好な生活環境を確保
・必要な意見の集約や提言
・必要な基本的事項を調査審議
・地域の環境保全活動を推進
▼任期 ２年間
▼応募締切 ３月 15 日（金）
▼応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、環境政策課、
各支所または新旭振興室へご提出ください。
※詳しくは、環境政策課、各支所または新旭振興
室で配布している応募用紙をご覧ください。
・応 環境政策課
（25）8123

『桜美林大学孔子学院高島学堂』 ２０１３年度中国語講座 前期日程

参加者募集

中国人講師の丁寧なレッスンで、楽しく本格的に学んでいた
だくことができます。受講者のレベルに合わせて５つのコース
を用意していますので、中国旅行に興味があるが言葉が不安と
いう方や、資格として中国語検定の受検をお考えの方など、ど
んな方でもどんどんお申し込みください！！
①初めての中国語 ②中国語ワンランク ③どんどん話せる ④こんなに伝わる ⑤中国語会話
（初中級）
アップ
中国語
中国語

コース名 （入門）

期

間

時

間

場

所

（入門から初級へ） （初級から中級へ） （中級）

４月 20 日～８月３日の土曜（計 15 回）
13 時 40 分～
15 時 10 分

9 時 30 分～
11 時

15 時 20 分～
16 時 50 分

11 時 10 分～
12 時 40 分

17 時 30 分～
19 時

桜美林大学孔子学院高島学堂（中江藤樹記念館内）

▼定 員 各講座 20 人
▼受講料 １８, ５００円（別途テキスト代必要）
※青少年・中高校生の方は各種割引があります。
・青少年割引 １，２００円の割引
（対象 23 歳未満の方）
・中高校生割引
半額割引（９，５００円）
▼申込締切 ４月 12 日（金）
▼申込方法 電話、ファックス、メール
住所、氏名、生年月日、連絡先、申込講座名
をお知らせください。

※原則、各講座５人以上で開講となります。
※開講した講座には随時入学ができます。
詳しくはお問い合わせください。
・ 社会教育課
（32）4457
（32）1135
syakyo@city.takashima.shiga.jp
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