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４月15日号

職　　種 採用予定人員

70人
程度

10人
程度

試　験　日 申込受付締切
①申込み受付
５月１日（火）から

②締め切り
第１回試験７月20日（金）
第２回試験８月10日（金）
第３回試験９月21日（金）
第４回試験10月５日（金）

平成19年４月２日（月）

～

平成20年２月29日（金）

第１回試験
７月28日（土）

第２回試験
８月18日（土）

第３回試験
９月29日（土）

第４回試験
10月13日（土）

随　　時

受　　験　　資　　格
昭和42年４月２日以降に生まれ、保健師助
産師看護師法（昭和23年法律第203号）によ
る保健師、助産師又は看護師の免許を有す
る人（平成20年7月末日までに免許を取得で
きる見込みの人を含む。）で、長浜市内又は
近接地に居住でき、夜間等の緊急呼び出し
に容易に応じられ、交替勤務ができる人。

昭和32年４月２日以降に生まれ、保健師助
産師看護師法（昭和23年法律第203号）によ
る保健師、助産師又は看護師の免許を有す
る人（平成20年７月末日までに免許を取得
できる見込みの人を含む。）で、長浜市内又
は近接地に居住でき、夜間等の緊急呼び出
しに容易に応じられ、交替勤務ができる人。

病院看護師
病院助産師

病院看護師
病院助産師
（随時）

【申し込み・問い合わせ先】４月２日（月）から受験申込書をお渡しします。受験申込書の請求は、〒526－8580
滋賀県長浜市大戌亥町313番地、市立長浜病院事務局管理課内長浜市職員選考委員会へ。
なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に職種を明記の上、『受験申込書請求』と朱書きし、返信用封筒（80円

切手を貼って宛名を明記したもの）を同封してください。
詳しくは、同課≪TEL 0749-68-2300（代表）または　0749-68-2324（直通）≫へおたずねください。

市 立 長 浜 病 院 職 員 募 集

平成１９年４月から３歳未満のお子
さんに対する児童手当の支給額が拡
充されました。
【第１・２子】月額5,000円→10,000円
【第３子以降】月額10,000円(現行どおり)
※すでに手当を受給されている場合
は、特に手続きの必要はありませ
ん。まだ手当を受給されておられ
ない場合は、認定請求をしてくだ
さい。

※３歳以上の児童手当支給額につい
ては現行どおりです。
■■問市子育て支援課(1 .65６５１４)
浅井支所市民福祉課(1 .74４３５４)
びわ支所市民福祉課(1 .72５２５４)

平成19年度の保険証を３月に配達
記録という方法でお送りさせていた
だきましたが、一部の保険証が戻っ
てきています。こころあたりのある
方は、本庁舎別館保険医療課までお
越しください。
■受け取りの際に必要なもの
①平成18年度の保険証
②身分証明書

※世帯員以外が来庁の場合は、世帯
主の委任状と②をお持ちください。

■■問市保険医療課(1 .65６５１２)

【と　き】月～金曜日
午前８時30分～午後５時15分

※月曜日は午後７時まで時間延長
毎月第２土曜日に予約年金相談を実施

【ところ】滋賀社会保険事務局彦根
事務所(彦根市外町)

【申込方法】相談日の1ヶ月前から前日
までに電話予約

■■申滋賀社会保険事務局彦根事務所
(予約専用：10749-23-5489)

各種相談窓口が開設されます。
■滋賀弁護士会の無料法律相談
【と　き】５月２日(水)

午前９時30分～午後４時
【ところ】大津地方・家庭裁判所

１階大会議室
【定　員】33人
【申込方法】４月16日～５月１日まで

の平日にお電話で
(午前９時～午後５時)

■■申大津地方裁判所事務局総務課庶務係
(1０９０－２３８９－３４６６)

■刑事事件についての相談
【と　き】５月１日(火)・２日(水)

・７日(月) 各午前９時
30分～午後４時30分

【ところ】大津地方検察庁
■申大津地方検察庁４階企画調査課に
直接お越しください。

■人権相談
【と　き】５月１日(火)・２日(水)

・７日(月) 各午前９時
30分～午後４時30分

【ところ】大津地方法務局
■■申大津地方法務局総務課
(1０７７－５２２－４６７１)

防衛省では自衛官等を募集しています。
■募集種目　自衛隊幹部候補生、

２等陸・海・空士
※種目により応募資格、受付期間や
試験日が異なりますので、くわし
くはお問い合わせください。
■問自衛隊彦根地域事務所
(1０７４９－２６－０５８７)

泥水や化学肥料をびわ湖に流さない
環境にやさしい水稲栽培を生産者と
一緒に行う「田んぼの１００株オー
ナー」を募集します。
【ところ】産直びわみずべの里(南浜

町)前の田んぼ
【区画数】60区画
【栽培品種】こしひかり
【参加費】無料

※昼食希望者は500円必要
【作業内容】田植え、稲刈り、脱穀など
【収穫米】希望者に販売
【申込期限】５月20日(日)
■■申農事組合法人産直びわみずべの
里(1・FAX .72５２１２)

児童手当制度がかわりました　

国民健康保険証を受け取っていない方へ

年金に関する相談(要予約)

５月１～７日は「憲法週間」

自衛官等を募集

「環境こだわり米」100株オーナー募集

お知らせ 
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■■■ぶんスポちゃんねるに関するお問い合わせ■■■
（財）長浜文化スポーツ振興事業団　長浜市宮司町１２００番地（長浜市民会館内）

ＴＥＬ：0749-62-3095 ＦＡＸ：0749-62-3097 ホームページ：http://www.biwa.ne.jp/̃bunspo

【練習日時】毎月第２・第４土曜日　午前10時から正午まで
※第１、第３土曜日は自主練習

【練習会場】長浜市民会館 集会室
【指 導 者】北村 常男先生
【会　　費】2,000円／月（教材費は実費）
【対　　象】概ね50歳以上の音楽好きでやる気のある方
【問い合わせ】ながはまシニアアンサンブル「銀の櫂」事務局（文

化芸術会館内）電話：0749-63-7400
●1999年８月に（財）長浜文化スポーツ振興事業団の提唱により、音楽を楽
しみたいシニア世代の仲間が集まり、楽しい合奏団を旗揚げしました。今で
はレパートリーが30曲をこえ、老人福祉施設への訪問や、自治会のイベント、
コンサートなどで演奏する機会も増えました。現在12月の第二回定期演奏会
に向けて団員一同練習に励んでいます！見学も随時行っています！

※コンサートをお手伝いいただける
ボランティアスタッフも随時募集
しております！

◇「リンコの会」「こどもリンコの会」会員募集！
講習内容 楽しみながらの新民謡「長浜節＝リンコ節」舞踊の基礎を練習します。
講習日時 平成19年５月～平成20年３月まで　

月１回（第３木曜日）
午後７：００～午後８：００

準 備 物 ゆかた、羽織等袖のある上着
対　　象 リンコの会：一般　こどもリンコの会：小学生　
定　　員 20名（先着順） 講習会場 曳山博物館(長浜市元浜町14-8)
講　　師 リンコの会会員　　会　　費 3,000円　(年額)
申込み先 下記の連絡先で受付します。電話での受付も可能です。
問合せ先 リンコの会事務局（文化芸術会館内）TEL 0749-63-7400
○「長浜節」は昭和初期に童謡で有名な作詞家　野口雨情　の作詞により郷土「長浜」を詠った民謡です。
○「長浜節」を知っていただくために各種の集会や自治会での敬老会や文化祭に出演しています。出演
依頼は随時受け付けています。

「リンコの会」と「こどもリンコの会」が出演します！
日　時　５／13日（日） 午後１時30分～
場　所　長浜豊公園　噴水広場（びわ湖長浜ツーデーマーチゴール会場）

【参加費】事前申込　一般　１，５００円　中学生以下　５００円
当日申込　一般　２，０００円　中学生以下　８００円

【申込み】参加申込書と参加費等を添えて次の方法でお申込みください。
①最寄りの郵便局からの郵便振込。
②実行委員会事務局（市民会館内）へ現金書留。
③実行委員会事務局へ直接。
★参加申込書は、市民会館や各公民館等公共施設にあります。

今回は、「美しい日本の歩きたくなるみち５００選」に認定され
たコースを数多く取り入れ、湖国の素晴らしい歴史・文化そし
て琵琶湖に代表される美しい自然を体感していただける魅力あ
るコースが充実しています。【コース詳細】

さあ　みんなで健康ウオーキング！

第15回びわ湖長浜
ツーデーマーチコース紹介♪

■スポーツ施設からのお知らせ■

５月２日（水）からスポーツ施設の申込受付場所がかわります！
長浜球場、長浜市民庭球場、西中ナイター、長浜市民ハードテニスコート、長浜サンドームの

申込受付場所が５月２日（水）から長浜市民会館から長浜市民体育館にかわります！
問合せ　長浜市民体育館　7V９８０６

４／30以降は当日受付となります。受付時間に直接会場へお越しください。
■ コース沿線の住民のみなさまへ ■

大会当日は大変ご迷惑をおかけしますが、全国からのウオーカーにあたたかい声援をよろしくお願いします。

資料請求・お問い合せは、びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会事務局＜市民会館内＞（7U３０９５）へ。
ツーデーマーチホームページ http://www.ex.biwa.ne.jp/̃biwako2dm/

長浜市サイクリングターミナル「菖蒲湯」無料開放のお知らせ
【期間】５月11日（金）～５月13日（日）の３日間　午後２時～午後５時
【場所】長浜市サイクリングターミナル（名越町1016-1）
【料金】無料！　※タオルはご持参願います。
【お問い合せ】長浜市サイクリングターミナル　電話　0749-63-9285
※菖蒲湯は血行を促し、腰痛や神経痛等を和らげる効果があります。

団員募集中！

初心者でも大丈夫！
楽しく練習しよう♪

「今回の大会も全部で８コースあるんだね！」
「そうだよ。どのコースも湖国の自然や歴史・文化が体験
できるコースになっているんだよ」
「ところで『美しい日本の歩きたくみち５００選』ってい
うコースがいっぱいあるけどこれって何なの？」
「これは、日本ウオーキング協会が国土交通省他主要25
団体の代表による会議から丸3年間をかけて日本の中で
歩きたくなるみちを公募選定した道で、全国2,427のコ
ースから選りすぐられた500のコースなんだよ。」
「そっか。それじゃどのコースも全国に誇れる素晴らしい
コースなんだね！ぜひ１度みんなで歩いてみたいね！」

南浜 
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当日申込受付アリ！

コ　　　ー　　　ス

美しい日本の歩きたくみち５００選　中山道宿場めぐり４０Ｋｍ

美しい日本の歩きたくみち５００選　築城４００年国宝彦根城２０Ｋｍ

「功名が辻」千代のふるさと１５Ｋｍ

美しい日本の歩きたくみち５００選　「長浜・秀吉六瓢箪南コース」１０Ｋｍ

美しい日本の歩きたくみち５００選　湖北の自然・観音の里４０Ｋｍ

観音・びわ湖の道２０Ｋｍ

美しい日本の歩きたくみち５００選　鉄砲の里国友・姉川２０Ｋｍ

美しい日本の歩きたくみち５００選　「長浜・秀吉六瓢箪北コース」１０Ｋｍ
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★参考消費カロリー　６３０Kcal

★参考消費カロリー　４２０Kcal

★参考消費カロリー　１６８０Kcal

★参考消費カロリー　８４０Kcal

★参考消費カロリー　８４０Kcal

★参考消費カロリー　４２０Kcal
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出　　発 コース
種別

■中山道の宿場まち醒井宿、柏原宿をめぐる周回コース

■築城400年の国宝彦根城から中山道を通り、長浜城までをたどる平坦な片道コース

■「功名が辻」で脚光を浴びた山内一豊の妻千代のふるさとをめぐる平坦なコース

■豊臣秀吉・山内一豊の城下町「長浜」をめぐる平坦な周回コース

■湖北の自然・歴史をめぐりながら琵琶湖岸を歩く平坦な周回コース

■数多くの観音さまがおられる高月町スタートし琵琶湖岸を歩く平坦な片道コース

■鉄砲の里「国友」、神照寺などもめぐる平坦な周回コース

■豊臣秀吉・山内一豊の城下町「長浜」をめぐる平坦な周回コース

※５月１日は休館日となりますので施設の予約等は５月２日となります。

お知らせ！
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ほけんだより 健康推進課　1 . 65 7779 長浜市保健センター　　1. 65 7779
浅井健康管理センター　1. 74 2446
びわ保健センター　　　1. 72 4602
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長浜
①

②
③
④

昭

昭

昭

昭
①
⑤昭
⑥

昭

②昭

浅井

⑦

⑧

⑨

びわ
⑩

⑪

⑫

⑬⑭

⑮

〈長浜図書館〉朝日町18-5（℡63-2122） 〈浅井図書館〉大依町528（℡74-3311）
☆展示 ４月27日(金)～５月30日(水)
『昭和の日記念 なつかしの昭和展』
①赤ちゃんおはなし会
４月15日(日) 10:30～
５月11日(金) 10:15～

10:40～
※月ごとに同じ内容です。
②ちびちゃんおはなし会
４月20日(金)･５月18日(金)
※いずれも11:00～
③子ども映画会
４月21日(土) 14:00～
『はらぺこ あおむし』
『どろんこハリー』他１本(25分)
④ おはなし会
４月22日(日)
４歳～１年生　

10:10～
２年生以上　

11:00～
⑤おたのしみ会
５月12日(土) 11:00～
⑥名画サロン
５月13日(日) 13:30～
『ミツバチのささやき』(100分)

⑦おはなし会
４月21日(土) 14：00～
⑧ビデオ映画会
４月29日(日) 14：00～
『ぐるんぱのようちえん』(約30分)
【定員】60人(先着順)
⑨ミニおはなし会
５月13日(日) 15：00～

☆展示 ４月11日(水)～28日(土)
四国遍路スケッチ展
「四国八十八ヶ所めぐり第３回愛媛県」
⑩子ども読書の日おはなし大会
４月15日(日) 11：00～
⑪全国訪問おはなし隊
４月22日(日) 10:00～
キャラバンカーの見学

⑫ひまわりさんのおはなし会
４月28日(土)11:00～
⑬端午の節句のおはなし会
５月6日(日)11:00～
⑭ちびっこ映画会
５月6日(日)14:00～
『ねずみくんのチョッキ』（40分）
【定員】30人(先着順)
⑮英語のおはなし会
５月12日（土）11:00～

〈びわ図書館〉難波町505（℡72-4305）

長浜図書館
４月29日の「昭和の日」にあわせ、DVD『昭和ニッポン一億

二千万人の映像』から、なつかしの映像を上映します。どなたで
も、ご自由にお入りください。(全10回)
【日時】４/27(金)･５/２(水)･５/６(日)

５/10(木)･５/12(土)･５/16(水)
５/18(金)･５/22(火)･５/25(金)･５/30(水)
※いずれも14:00から
※カレンダーの『昭』マークの日

昭和の日記念
なつかしの映像上映会

大好評！リサイクルブックフェア
―長浜図書館―

今年は例年に比べ、冊数が少なかったにも
かかわらず、大変好評のうちに終了させてい
ただきました。ありがとうございました。
また来年をお楽しみに･･･。

月末整理

会　　場 日　　程 相　　談　　員

４月27日(金)

５月25日(金)

４月24日(火)

５月16日(水)

５月11日(金)

保健師・助産師・看護師・栄養

士・歯科衛生士など

保健師・栄養士

保健師

保健師・栄養士

長浜市保健センター

浅井健康管理センター

びわ保健センター

乳幼児健診 ４月から「時間」と「会場」が変わりました！

妊婦・乳幼児相談

１．受付時間は、すべて午後１時10分～２時です。
２．１歳８か月児・２歳８か月児・３歳８か月児健診の会場は、長浜市保健センターです。
３．４か月児・10か月児健診は、各センターで実施します。

《相談内容》妊娠中の心身の悩み、おっぱいの悩み、お子さんの
発育・発達・予防接種・歯科・離乳食・栄養・あそ
びなど

《受付時間》午前９時30分～11時
《持ちもの》母子健康手帳
《申 込 み》２日前までに長浜市保健センターへ

すくすく赤ちゃん電話　7６５－０８００
《受付時間》平日午前8時30分～午後5時15分
市内在住の方を対象に電話にて相談に応じます。

４か月児健診

10か月児健診

平成18年11月

12月

平成19年１月

平成18年５月

６月

７月

４月23日(月)

５月30日(水)

４月19日(木)

５月23日(水)

４月27日(金)

６月25日(月)

５月29日(火)

５月25日(金)

４月17日(火)

６月15日(金）

ブックスタート、離乳食の話

持ち物（母子健康手帳・質問票）

歯の話、栄養の話

持ち物（母子健康手帳・質問票）

対象児の生まれ 長浜市保健センター 浅井健康管理センター びわ保健センター 内容・持ちもの

《各健診共通》
■正午から受付名簿を出し、午後１時10分から順にお呼びします。
名簿には自分のお子さんのみお書きください。

■当日来られない場合は、健診を受けるセンターに連絡し、次回
お越しください。

■質問票（すこやか手帳・こんにちは赤ちゃん・育児手帳内）は
記入して持参ください。

《４か月児・10か月児健診》
お住まいの区域(旧市町)以外のセンターで受ける場合は、２日
前までにお住まいの区域のセンターへ連絡してください。

《１歳８か月児・２歳８か月児・３歳８か月児健診》
歯科健診がありますので、歯みがきをしてお越しください。
※３歳８か月健診は視力測定があるので、すこやか手帳内の紙で
練習してお越しください。

１歳８か月児健診

２歳８か月児健診

３歳８か月児健診

平成17年８月16日～８月31日

平成17年９月１日～９月15日

平成17年９月16日～９月30日

平成16年９月１日～９月15日

平成16年９月16日～９月30日

平成15年９月１日～９月15日

平成15年９月16日～９月30日

４月18日(水)

５月21日(月)

５月22日(火)

５月16日(水)

５月17日(木)

５月９日(水)

５月10日(木)

長浜市

保健センター

母子健康手帳・質問票
子どもの歯ブラシとコップ
《３歳８か月児健診のみ》
子どもの尿
（空きびんなどのきれいな容器
に入れて）

対象児の生まれ 日　　程 会　　場 持　ち　も　の

気軽に遊びに来てね!!

４月からは
びわ保健センターで月２回実施

《と　き》４月27日(金)・５月９日（水）
５月23日(水)

《時　間》午前９時30分～11時30分
《対　象》０歳～就学前までのお子さん
※必ず保護者とお越しください。
《内　容》びわ保健センターを開放します。

身体測定もできます。
※身体計測・おもちゃの片づけは、保護
者同士協力して行ってください。

ちびっこひろば

１歳８か月児・２歳８か月児・
３歳８か月児健診の会場が長浜
市保健センターのみになります。
特に浅井・びわエリアの方はご
注意ください。
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集団予防接種－BCG・ポリオ－ ４月から会場が「長浜市保健センター」のみとなり、ＢＣＧ予防接種は月１回になります。

《受付方法》当日正午から２時30分まで会場に受付名簿を出しますので、お子さんのお名前をお書きくださ
い（複数のお名前を書くのはご遠慮ください。）。午後１時10分からお呼びし、おられない場合
は後になります。

《受付時間》午後１時10分～２時30分
《持ちもの》母子健康手帳、体温計、靴を入れるビニール袋

予診票（すこやか手帳内にあり。当日会場にもあります。）
《次の場合は受けられません》①37.5℃以上の熱があるとき。

②重い急性疾患にかかっているとき。
③麻しんや風しんにかかって１か月経過していないとき。

個別予防接種－三種混合(ジフテリア・破傷風・百日せき)・麻しん・風しん－　
《持ちもの》母子健康手帳、保険証、予診票(各医療機関にあります)
《実施場所》下記医療機関(市外の医療機関でも受けられますので、市健康推進課へおたずねください。)
《申込方法》予約必要。医療機関に直接申し込んでください。接種前に予防接種の説明書をよくお読みください。
《接種費用》無料(年齢が対象外の方は自費)

7 広報きゃんせ長浜　2007年４月15日

ほけんだより 健康推進課　1 . 65 7779 長浜市保健センター　　1 . 65 7779
浅井健康管理センター　1 . 74 2446
びわ保健センター　　　1 . 72 4602

予防接種名 対象・接種方法 会　　　場 日　　　　　　程

生後３か月から６か月未満の間に

１回接種
長浜市保健センター

４月24日(火)・５月28日(月)

６月29日(金)

BCG
（結核）

予防接種名 対　　象 会　　　場 日　　　　　　　　　程

生後３か月から

90か月（７歳６

か月）未満

長浜市

保健センター

浅井地区の子

長浜南小地区、びわ地区の子

上記日程で受けられなかった場合…５月11日(金)、５月15日(火)

４月16日(月)

４月20日(金)

神照小地区の子

北郷里、南郷里小地区の子

４月25日(水)

５月８日(火)
ポリオ

(急性灰白髄炎)

予防接種名 対象・接種間隔と回数

生後３か月～90か月(７歳半)未満の子
１期初回･･･３～８週間までの間隔で３回

接種
１期追加･･･１期初回の３回目終了後、約

１年後に１回接種

《三種混合と麻しん・風しん実施医療機関》
浅井診療所 あざいﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 岡崎医院 おくだ医院 おくのこどもクリニック
おしたにクリニック 筧医院 北嶋医院 クリニックムライ 小林クリニック
嶋田ファミリークリニック 下坂クリニック 市立長浜病院(小児科) 中川医院 長浜赤十字病院(小児科)
橋場レディスクリニック 橋本医院 華房クリニック 東川クリニック
びわこ学園長浜診療所（前岡野外科診療所） メディカルアート澤田医院 森上内科循環器科クリニック
《麻しん・風しん実施医療機関》 つつみクリニック

三種混合

ジフテリア
破傷風
百日せき

予防接種名 対象・接種間隔と回数

１期…生後12か月～24か月(２歳)未満の子
２期…幼稚園の年長に相当するもの
（Ｈ13．4．2～Ｈ14．4．1生まれの子）

混合ワクチン…１期：１回、２期：１回

麻　し　ん

風　し　ん

ポリオ予防接種は混雑を避
けるため、対象者を地区ご
とに分けています。
できるだけ、お住まいの地
区の実施日に、長浜市保健
センターで受けてください。

ＢＣＧ予防接種の注意事項
○対象期間が短いので、他の予防接種より先に受けましょう。
○当日体調が悪く、接種できない場合は健康推進課にご相談
ください。

○副腎皮質ホルモン剤を内服しているときは受けられません。

三種混合予防接種の注意事項
○１期初回３回は、３週から８週間までの接種間隔で受けましょう。接種間隔が８週
を越えた場合は任意接種となり、「予防接種法に基づく接種」とは異なるため、こ
のことを同意のうえ、接種を受けてください。（同意書は各実施医療機関にありま
す。）接種無料。

○１期初回は、１期追加および２期の基礎免疫となります。ぜひ、接種してください。

日本脳炎予防接種：厚生労働省の緊急勧告があったため中止しています。勧告内容を理解した上で、特に希望される方は健康推進課へご連絡ください。

麻しん・風しん予防接種の注意事項
○原則、混合ワクチンを接種しますが、「麻し
ん」や「風しん」にかかったお子さんは、か
かっていない方の単独ワクチンを接種します
ので、ワクチンの種類にご注意ください。

ポリオ予防接種の注意事項
○対象期間内に６週間以上の間隔をあけて２回服用する。
(できるだけ１歳半までに済ませましょう)
○下痢の場合は受けられません。
○保健センターで受付名簿を書いて東別館６階にお上がりく
ださい。

〔 〕

保健相談・栄養相談は、定期相談から随時相談に変
わりました。
健康上の相談がある方は、
市健康推進課（7X７７７９）までお申し込みください。
○保健相談：保健師による相談や血圧測定
○栄養相談：管理栄養士による相談

毎年、健やかな家庭づくり事業として、医師がみなさんのところ
に伺い、生活習慣病や認知症予防等について、講演を行っています。
今年度、医師による健康講演会を希望される団体は、下記をご覧い

ただき、市健康推進課までお申し込みください。
【対　　象】30人以上の参加が見込める団体

（例えば、老人会や自治会、同好会など）
※先着５団体のみになりますのでご注意ください。
※昨年度に申し込まれた団体はご遠慮ください。

【講演内容】①高齢者の健康
②認知症の理解と予防
③メタボリックシンドローム（生活習慣病）の予防　　　　
３つのうち１つの内容について講演します。

【所要時間】１時間30分～２時間
【会場設営】申込者で準備をお願いします。
【費　　用】無料（会場費などは各団体負担）
【申込方法】市健康推進課に、希望講演内容、開催希望日、グループ名、

代表者名、連絡先、参加人数、会場等をお知らせください
※医師の都合等によりご希望の日時にお伺いできない場合があります。

お問い合わせ・申し込みは、長浜市健康推進課（7X７７７９）へ。

５月から乳がん・子宮がんの医療機関検診が始まります。

《と　き》５月10日(木)
午後１時30分から

《ところ》湖北医師会館(宮司町1180)
《講　師》長浜赤十字病院

看護師長　呉竹　礼子　氏
《内　容》＊老年期のからだとこころの特徴

＊自立をめざして
（寝たきりにならないために）
＊よりよい介護をするために
＊福祉サービスの利用について

お問い合せは、湖北医師会（7U１１０１）へ。

「介護について」
～やさしい介護の仕方～

シリーズ ～健康講演会④～

乳がん検診

今年度40歳以上の

偶数年齢になる女性

平成19年５月～10月

市内および伊香郡内

の婦人科

検診の２週間前までに市健康推進課（市保健セン

ター）までお申し込みください。（7X７７７９）

※詳しくは平成19年度長浜市健康づくり日程表をご覧ください

対　　象

検診時期

検診場所

申込み方法

子宮がん検診

今年度20歳以上の

偶数年齢になる女性

平成19年５月～平成20年３月

市立長浜病院・長浜

赤十字病院

医師による健康講演会 献血にご協力を
尊い生命を支える献血にご協力

ください。
◇毎週火・金・土曜日（ただし、
祝日は休み）

◇受付時間
成分献血（要予約）
10:00～12:00/14:00～16:00
全血献血
10:00～13:00/14:00～17:00

お問合せ
湖北献血ルーム
フリーダイヤル
０１２０－８９０－６８９

『平成19年度長浜市健康づくり日程表』を配布しましたので、各家庭で保管し
ていただき、検診や健康づくりにお役立てください。
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県下第２(標高1317ｍ)の高峰への
登山にチャレンジしてみませんか。
【と　き】４月29日(日・祝)

集合時間 午前７時30分
【集合場所】鳥越林道小森口(高山町)

※高山キャンプ場付近か
ら誘導員配置予定

【所要時間】往復約６時間(頂上にて昼食)
【参加対象】小学校４年生以上で健康な方

※小学生は保護者同伴
【持ち物】弁当、水筒、ゴミ袋等
【参加費】500円(保険代等含む)
【定　員】100人(先着順)
【申込期限】４月25日(水)
■■申■■問浅井地区体育振興会事務局
(浅井支所地域調整課内)
(1 .74４３５０FAX.74３２１５）

【と　き】４月29日(日・祝)
午前９時～

【ところ】長浜市民交流センター・
ふれあいホール(地福寺町)

【参加費】1,500円(昼食代含む)
【 賞　】優勝・準優勝者に賞状・

楯・副賞
３・４勝者に副賞・参加賞

■■申■■問長浜市民交流センター
(1 .65３３６６)

【と　き】５月９日(水)
午前10時～午後３時

【ところ】北ビワコホテルグラツィエ
【内　容】香煎、薄茶、点心
【参加費】4,000円 ※当日券あり
※収益金は女性と女児のために役立
てられます。

■■問国際ソロプチミスト長浜
実行委員長 上羽佳代子
(1 .62７７７７北ビワコホテルグラツィエ)

江戸時代の庄屋屋敷「七りん館」で
の５回目のコンサート。今回の出演
は日本各地で活躍されているハープ
奏者川下笑里歌さん。ハープの奏で
る多彩な音色を間近でお楽しみいた
だけます。
【と　き】４月30日(月・休)

１回目午前11時～
２回目午後１時30分～
(演奏時間約１時間)

【ところ】七りん館(大依町：浅井歴
史民俗資料館内)

【内　容】夢路より、花の街、浜辺
のうた等全18曲

【定　員】各回50人(要予約)
【入場料】大人500円　小中学生350円
■■申■■問浅井歴史民俗資料館
(1・FAX.74０１０１)

【と　き】５～９月の各第２・４土
曜日(全10回)
午前の部：10時～12時
午後の部：１時～３時

【ところ】米原文化産業交流会館内
IT体験プラザ

【内　容】パソコンの基礎からイン

ターネット、ワード、エ
クセル等要望に合わせて

【参加対象】湖北地域在住で障害のあ
る方

【受講料】4,000円(10回分)
【定　員】午前・午後各４人(先着順)
■■申■■問湖北地域障害者生活支援センタ
ー「ピットイン」
(1 .73３９１６・FAX .73３９２０)

ホームヘルパー養成研修２級課程の
受講生を募集します。
【と　き】６月５日(火)～８月17日

(金)にかけて全22日間・
130時間(実習含む)

【ところ】滋賀県婦人会館(近江八幡市)
【応募資格】介護の分野での就労等を

希望される方で滋賀県内
に居住する60歳以下の方

【定　員】30人(先着順)
【受講料】75,000円(受講料・テキス

ト代・保険料含む)
【申込期間】４月20日(金)～５月18日(金)
【申込方法】はがきに「ホームヘルパ

ー２級受講希望」と記入
の上、郵便番号、住所、
氏名(ふりがな)、性別、
生年月日、電話番号、希
望理由を書いて送付して
ください。

■■申■■問 (財)介護労働安定センター滋賀支部
〒520-0806 大津市打出浜13-49
日新火災大津ビル５階
(1０７７－５２７－２０２９)

【と　き】４月22日(日)午前11時
【ところ】滋賀県立県民交流センター

ピアザ淡海(大津市)
【内　容】医療講演とシンポジウム
【参加費】無料
■■問全国膠原病友の会滋賀支部
(1０７７－５８９－２３５２)

残雪金糞登山参加者募集

第１回市長杯囲碁大会

チャリティー茶会

七りん館コンサート

しょうがいのあるみなさんへの
パソコン教室

ホームヘルパー養成研修

膠原病(こうげんびょう)シンポジウム

講演・講座 

催　し 

掲載広告と記事の訂正
広報きゃんせ長浜４月号22頁に誤って３月号

の「カワイ音楽教室」の広告を再掲載してしま
いました。関係者のみなさんにご迷惑をおかけ
したことをお詫びいたします。
また、４月号９頁の下から２行目の課名に誤

りがありましたので、次のとおり訂正します。
誤：教育総務課→正：教育指導課




