
みどり・支援金など

曳山の曳 き手ボランテ ィア と人行事 ・

渡 りのボランティアを募集 します。

【応募資格】 18歳以上の健康な男性 (高校生

は不可)

【参加日】 4月 14日 (上)～ 15日 (日 )

【募集人数】

①山曳き(曳 き手 。人行事)ボ ランティア

●登り山  4月 14日 (■)11時～16時 25人
0本日1班  4月 15日 (日 )9時 ～17時 60人
0本日2班 4月 15日 (日 )16時～24時  60人

②人行事と渡リボランティア
※提灯、のばり、幕等を持つて渡りに参加していたださます。

●夕渡 り 4月 14日 (土)17時 80分～21時 30分 35人

●朝渡 り 4月 15日 (日) 6時 ～9時     25人
【服 装】動きやすい服装 (は つぴ、装束・軍手は貸与 )

※①の時間はくじ順により前後します。4月 13日 のくじ取

り式後、参加者には当日の集合時間を連絡いたします。
※①②の役割については参加者に後日連絡いたします。
※申込者には事前説明会に参加いただきます。(3月 11

日(日 )10時～市役所別館4階 第4・ 第5会議室にて)

【応募方
'去

】申込用紙に必要事項を記入の上、下記まで郵送

か持参、FAXのいずれかで申込みください。※

申込用紙は市役所、曳山博物館等に設置の他、

下記HPからダウンロードすることもできます。

【締切り】2月 29日 (水)※応募多数の場合は抽選

固田長浜市曳山博物館 (〒 526-O059元 浜H丁 14-8、
奮 65-3800、 FAX6 5-3440、
HPhttp://、― アヽ.nagahama―hikiyarna,or jpD

固観光振興課 (合 62-4111(代 表))

嘉集、催し

長浜曳山まつ り子ども歌舞伎の開

演を祝う舞、「二番隻Jの子ども役者

を募集します。

【応募資格】現在、市内の小学校に通う

3～ 5年生の男子

4月 13日 (金 )～ 16日 (月 )

壱番山の曳山舞台および長浜文化芸術会館

1人 (応募多数の場合抽選)

衣装代等の個人負担なし

①住所②氏名③学校名④学年⑤保護者名

⑥電話番号を明記のうえ、はがさかFAX
で下記まで申込みください。
2月 29日 (水 )
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長浜曳山まつり

【出 演】

【募集人数】

【その他】

【応募方法】

【締切り】

田曳山障物館内 「曳山まつ り二番隻役者」係

(〒 526-O059元 浜町 14-8
金 65-3300、 FAX6 5-3440)

もしくは

観光振興課内 「曳山まつ り二番隻役者」係

(〒 526-8501高 田町 12-34
奮 62-4111(代 表)、 FAX6 4-0396)

部に“
V「観覧桟敷席」予約受付中

「生ごみ減量化推進補ロカ金」が終了します
生 ごみ処理機を購入された人に対 し、補助金を交付 していましたが、 3月 31日 で終了します。補助対象 と

なる生ごみ処理機を購入された人で、申請がお済みでない場合は至急申請 して ください。これか ら購入をお

考えの人 も、補助申請の受付けは 3月 31日 で終了しますので注意 して ください。

4月 15日 (日 )に 長浜八幡宮に設 ける桟敷席 の予

約を、下記のとお り2月 1日 (水)か ら募集 します。

【料  金】 1ノ、3,000円
【締切り】2月 15日 (水 )

※申込多数の場合と場所は抽選

田 (社)長浜観光協会 (a65-6521)

補
助
対
象

購入者 市内に住所があり、市内に処理機を設置する個人

購入容器

家庭の台所から出る生ごみの量を減少できるもの

生ごみ等を堆肥に再資源化できるもの

購入価格 (税込み)が5,000円以上のもの

購入数 1世帯につき 1台 まで

補助金額 購入金額の 2分の 1(上限30,000円 )

シリーズ①「ハンギングバスケット」
ハ ンギ ングバスケ ッ トとは、花の植栽 を、チ

ェー ン等で 吊 り下 げ、空中に浮かせた状態で飾

るものです。壁に掛けるタイプのウォールバス

ケットもありますが、一般的には、どちらもハ

ンギングバスケットと呼ばれています。
ハンギングバスケットはイギリスから広まり、

カナダなどでも盛んに行われています。夏には

街中に色鮮やかな花が立体的に咲き誇 り、とて

も美しい景観をかたちづくっています。
ハンギングバスケットには多くの利点があり

ます。地面から浮かせて飾るため、少ないスペ

ースでも設置でき、天候などに合わせて移動さ
せることも容易です。また、風通しがよいため

病害虫の発生も少なくなります。何より空間を
活かして立体的に飾ることができるため、イン
パク トがあり、華やかで装飾効果が高 くなりま

す。
植え方は、植える植物が 1種類であっても複

数であっても、十分な量感を出すことが大切で

す。成長したときの姿を見越して植え付けるよ

うにしましょう。仕上が りを綺麗にするには、
小さめの株で、根の張 りがしつかりしたものを
選ぶこともポイントです。

資材は、プラスチック製の専用鉢や、フイヤ
ー状の枠に不織布や網戸のネットなどを入れて

使うこともでき、作 り方はさまざまです。用上
は、軽いものが適しているため、ハンギングバ

スケット用の土を使 ‐           ―

用します。これらの           |

固都市計画課 (盆 65-6541)

みどりいつばいのまちに 身近なみどりづくりのヒン トとして、花や樹木の

手入れ方法などを紹介していきます。

資材は園芸店などで

購入で きますので、

店の人に作 り方や育
て方のア ドバイスを

受けて、綺麗な花の

空間をつ くりあげま

しょう。

ボラン
テ イア
募集

「三番空」
役者
募集
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母チ ・央テ友え のおチ さんにキ支史度金
母子家庭 。父子家庭で平成24年 3月 に中学校を卒業 されるお子さんのいる保護者

に卒業支度金をお渡 しします。

【要 件】平成24年 3月 1日 現在、児重・保護者共に市内に住民登録を有すること

【支給金額】卒業されるお子さん1人につき10,OOO円

【受付期間】2月 6日 (月 )～ 3月 9日 (金) (上 日祭除く)

【持ち物】申請者名義の預金通帳、印鑑

固断 育て支援課 (金 65-6514)、 各支所福祉生活課

曳山の舞台障子や楽屋襖などに描かれる花々は大変美しくユニークで、絵画としても魅力的で完成

度の高いものばかりです。本展示では曳山に描かれた花に着目し、盆梅と並んで長浜に咲くもう一つ

3月 11日 (日 )ま で

9時～ 17時 (入館は16時 30分 まで )

長浜市曳山博物館 (長浜市元浜町)

大人600円 。河ヽ中学生300円
(団体は20人以上で各 2割引 )

固長浜市曳山博物館 (金 65-3300)

もシリーズ皇出の美①

鳳凰山舞台天丼画 (部分)

の大輪、曳山の魅力を再発見 します。

【開催期間】
【開催時間】
【開催場所】
【入館料】

曳山博物
―
館特別「束列展示

固環境保全課 (合 65-6513)
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