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催
２０１３今津ザゼンソウまつり ～ザゼンソウの不思議探究～
昔の面影が残る今津のまちなかを通り、ザゼン
ソウ群生地まで往復約６km を地元ガイドの案内
で歩きます。群生地では、「ざぜん草交流市」で
お食事、お買い物をお楽しみください。
ウォークの後は、ザゼンソウの不思議・魅力が
わかる「学びの集い」を行います。
▼開催日

ザゼンソウウォーク

ざぜん草交流市

▼時間 ９時 10 分～ 14 時 10 分（受付９時～）
▼集合場所 ＪＲ近江今津駅 東口広場
▼参加費 １，０００円
（資料代・ガイド料・保険料・講師料ほか）
▼募集人数 １２０名（先着順）
▼案内 いまづ自然観察クラブ、
今津ガイド勉強会
※申し込み必要

地元特産品や温かい飲み物、食べ物など楽しさ
いっぱい！美味しさいっぱい！
▼時間 10 時～ 15 時
▼場所 ザゼンソウ群生地入口付近

ザゼンソウ学びの集い
14 時 20 分～ 15 時 50 分 ( 受付 14 時～ )
▼時間
▼場所
働く女性の家
▼参加費 ２００円（資料代）
※ザゼンソウウォーク参加者は無料
▼講師
岩手大学・伊藤菊一教授
※申し込み必要

第９回 滋賀県脳卒中
市民公開講座
「脳卒中ともの忘れ」をテー
マに公開講座を開催します。
▼日時

４月 14 日（日）
14 時～ 16 時
▼場所 高島市民病院
▼参加費 無料
▼申込締切 ４月３日（水）
▼申込方法 電話、ファックス
講座名、ご住所、お名前、電
話番号をお知らせください。
・ 滋賀医科大学脳神経外科
内日本脳卒中協会滋賀県支部
077（548）2257
077（548）2531

27

３月 10 日（日） 雨天決行

2013. ３月号

≪ザゼンソウ文芸作品の展示≫
写真・絵画・彫刻・俳句・染物などザゼン
ソウにちなんだ作品を展示します。
▼期間 ３月２日（土）～ 24 日（日）16 時
▼場所 琵琶湖周航の歌資料館 ２階展示室
※展示希望者は３月１日（金）13 時～ 16
時に作品を会場へお持ちください。

第 11 回

今津ザゼンソウまつり実行委員会
（今津まちづくり情報センター内）
（33）7155

食物アレルギー研修会

高齢者虐待防止研修会

食物アレルギーのある方は年々増加していま
す。アレルギーが起こる原因や症状、治療法を知
り、日常生活でどのような工夫をしていくとよい
か適切な対応について教えていただきます。

認知症に伴い、意思疎通等が困難になること
で、介護ストレスや介護負担が増大し、虐待につ
ながっているケースが多くみられます。
高齢者虐待と認知症との関係性について考え、
みんなが住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できる地域を目指すため、「高齢者虐待防止研修
会」を開催します。高齢者虐待についての理解を
深めましょう。

▼日時

３月 10 日（日）
13 時 30 分～ 15 時 30 分
▼場所 安曇川公民館（ふじのきホール）
▼講師 滋賀県立小児保健医療センター小児科部長
日本アレルギー学会認定専門医・指導医
医師 楠隆氏
▼申込締切 ３月７日（木）
▼申込方法 電話、ファックス、メール
※託児あります。（要事前申し込み）
※事前に質問を受け付けています。
健康推進課
（25）8078
（25）5490
kenko@city.takashima.shiga.jp

▼日時 ３月７日（木）14 時～ 16 時
▼場所 今津東コミュニティセンター
▼対象者 高島市在住または在勤の方
▼内容 講演「高齢者虐待防止について」
（講師）花園大学社会福祉学部
社会福祉学科教授 福富昌城さん
▼参加費 無料
▼申込締切 ３月６日（水）
▼申込方法 電話、ファックス
北部健康いきいき応援センター
（22）0193
（22）0292
南部健康いきいき応援センター
（32）2520
（32）3933

・

災害時リハーサルウォーク

災害発生時に道路や鉄道が途絶えた場合の訓練として「災害時リ
ハーサルウォーク」を実施します。実際に歩くことにより、災害時
に無事帰宅できるようイメージする訓練イベントです。
▼日時 ３月 24 日 ( 日 ) ７時～ 15 時
▼コース 堅田駅・近江舞子駅・近江高島駅～新旭公民館
▼内容 各駅から新旭公民館までの徒歩帰宅訓練
▼参加費 大人５００円 高校生以下３００円
▼申込締切 ３月 18 日（月）
▼申込方法 市役所・各支所にある参加申込書に必要事項を記入の
うえ、お申し込みください。
※小学生以下の方は保護者またはサポーターが同行してください。
・

し

たかしま災害支援ボランティアネットワーク「なまず」
・ （25）5095
（高島市後援）

第２回 中江藤樹心のセミナー
「郷土の先人に学ぶつどい」

がんばる女の手しごとマルシェ
in ゆめぱれっと高島

郷土の先人にかかわる講演会を開催し、先人の
業績を顕彰しています。
講演のあと中江藤樹ゆかりの史跡を巡るウォー
キングを開催します。

「私が作ったスイーツをたくさんの人に食べて
もらいたい！」
「私のもってる技術を皆さんに知っ
てもらいたい。」など、熱い思いを持った女性が
大集合！
女性の技術と能力を披露していただくブースを
約 50 ブース展開し、市場（マルシェ）のように
お客様に楽しんでいただけるイベントを開催します。

▼日時 ３月 20 日 ( 水 ) 13 時 30 分～ 16 時
▼場所 安曇川公民館、藤樹書院跡周辺
▼定員 ２００人
▼内容
・講演「徳のある子育て・人づくり」
講師 リレイト代表 中桐万里子さん
・中江藤樹ゆかりの地ウォーク
▼参加費 無料
▼募集期間 ３月１日（金）～ 19 日（火）
▼申込方法 電話
藤樹書院案内・休憩施設 良知館
（32）4156
（高島藤樹会主催）（高島市教育委員会後援）

▼日程 ３月 20 日（水）10 時～ 15 時
▼場所 働く女性の家 館内外
▼出店例
地産の体に優しい飲食、
手作りのあったかい雑貨の販売、
セラピー、占い、
マッサージなど
働く女性の家
（22）5775
（高島市共催）
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