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今年３月からスタートした
「国宝・彦根城築城 400年祭」
がいよいよ終幕する。最

お住まいのエリアの様々な情報を取材して、
記事を作成していただくお仕事です。
※取材方法など丁寧に研修いたします。
●時給：750円〜●交通費支給

終日の25日は
「ありがとう彦根城！つなごう未来へ!!」
と題したイベントが開催さ
れ、彦根城の周囲を2,000人が手をつないで赤いリボンで囲む。彦根城への感
謝の気持ちと夢を未来へつなげようという企画で、14時30分に一斉に手をつな
ぎ
「ありがとう彦根城！」
の掛け声とともに、天守南側に大型の金メダルが配置さ
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れる。人気キャラクターのひこにゃんとしまさこにゃんのほか、スペシャルゲス
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トも登場する。参加者は無料で入山でき、参加者全員に記念の参加証が配ら
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れる。彦根城に行った人も行かなかった人も、８カ月にわたるお祭りを締めく
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くるイベントにぜひ参加してみよう。
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●引き換え場所：延暦寺バスセンター内奥比叡ドライブウェイ事務所
●時間：絵皿引き替えは17：00まで
（各スタンプ設置個所は参拝及び開園時間まで）
●料金：無料
（スタンプ設置個所によっては入場料を要する場合あり）
●参加資格：小学生以上
●絵皿：１家族１枚、
毎週土曜日より先着150人にプレゼント
●お問い合わせ：奥比叡参詣自動車道 / 077‑578‑2139
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東近江
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●場所：栗東芸術文化会館さきら小ホール
（栗東市綣２‑１‑28）
●時間：24日開演19：00
（開場18：30）
25日開演15：00
（開場14：30）
●料金：前売り一般1,000円 当日一般1,200円
●備考：３歳未満の入場不可
●お問い合わせ：栗東芸術文化会館さきら / 077‑551‑1455

■イベント 情報は 変更される場合があります。
ご 了承下さい ■ 価 格は全て税込みです
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●場所：みずほ文化センター
（彦根市田原町11 / 0749‑43‑8111）
●開演：14：30
（開場14：00）
●料金：前売りシングル券1,200円 ペア券2,000円(全席自由)
当 日シングル券1,500円 ペア券2,500円(全席自由)
●お問い合わせ：ひこね市文化プラザチケッ
トセンター /0749‑27‑5200
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●場所：
さざなみホール
（野洲市比留田3313‑３）
●開演：14：30
（開場13：30）
●料金：3,500円
（全席指定）
●お問い合わせ：さざなみホール / 077‑589‑3111

プレゼント
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●場所：東近江市立八日市文化芸術会館ホール
（東近江市青葉町１‑50 / 0748‑23‑6862）
●開演：14：00
（開場13：30）
●料金：前売り一般1,000円 高校生以下500円
当 日一般1,200円 高校生以下700円
※３歳未満は座席なしの場合無料
●お問い合わせ：東近江市芸術文化祭実行委員会
0748‑24‑5672
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●場所：塚本楽器 近江八幡店３階ホール
（近江八幡市堀上町145‑６）
●時間：14：00〜15：00●料金：500円
（ジュース代含む）
●定員：先着50人●持ち物：ハーモニカをお持ちの方はハーモニカ
●お問い合わせ：塚本楽器 近江八幡店 / 0748‑33‑5198
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●場所：湖南市立甲西図書館 ２階視聴覚室
（湖南市中央５‑50）
●時間：10：00〜18：00●料金：無料
●お問い合わせ：湖南市立甲西図書館 / 0748‑72‑5550
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●参加無料●事前申し込み優先、当日受付も可能●参加者はできるだけＦＭラジオを持参のこと
12：30 受付開始
（黒門、表門、大手門にて入山証と
「金メダル寄せ書き用タッグシール」
を配布）
14：00 受付終了および移動開始
14：25 各エリアで待機、カウントダウン
14：30 参加者全員が手をつなぎ
「ありがとう彦根城！」
の掛け声とともに彦根城に金メダルが掛けられる
お問い合わせ：彦根青年会議所
「ありがとう彦根城！ つなごう未来へ!!」
係
●住所：彦根市中央町３‑８● TEL：0749‑22‑7522 ●時間：月〜金 9：00〜16：00
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はがき１枚につき一つの応募となります。
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当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。
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