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10月15日号

【募集園児】３～５歳児
【受付期間】11月12日(月)～16日(金)
※３歳児入園対象者には、関係書類
を11月初旬にご自宅へ発送します。

※４・５歳児入園希望者は、居住地
を通園区に持つ幼稚園か下記まで
お問合せください。

※詳細は11月１日号で掲載します。
■■問教育指導課(1 .65６５５１)

～書に親しむ～
【と　き】11月４日～12月２日の間

の５日間 ９時～12時
【内　容】行・隷書体を使って、条

幅作品の創作に挑戦
【講　師】橘香澄氏(虎姫高校教諭)
【定　員】20人(先着順)
【受講料】2,000円(別途教材費2,000円)
【申込方法】ハガキに住所・氏名・電話

番号を記入し、下記まで送
付してください。

■■申虎姫高校開放講座運営委員会
〒529-0112 虎姫町宮部2410
(1 .73３０５５)

犯罪から身を守るため、お子さん自
身が自信を持って行動するにはどう
したらいいかを考えます。
【と　き】10月28日(日)・11月11日(日)

13時30分～15時30分
【ところ】長浜市民交流センター
【講　師】藤原幸子氏(CAPあい代表)
【参加費】500円、託児あり(要予約)
■■申鮎の会(中川・伊藤1 .72４０１０)

太田正博さん・菅崎弘之さん講演会
認知症を持つ人・太田氏(写真左)と主
治医・菅崎氏(写真右)から、認知症と
ともに、今を大切に明るく生きる思
い等についてお話いただきます。

【と　き】11月23日(祝) 13時から
【ところ】長浜市民交流センター
【その他】入場無料(要予約)

託児あり(要予約)
手話通訳・要約筆記あり

■■申人権施策推進課(1 . 65６５６０、
FAX.65６０１３)

虎姫高校開放講座

平成20年度幼稚園児を募集します 子どもへの暴力防止講演会

は～とふるフェスタ

市職員を募集します(市立長浜病院)
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）による助産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。

採用予定人員

35人程度

５人程度

職　　種

病 院 看 護 師

病 院 助 産 師

■試験日：Ａ11月17日　Ｂ１月19日　Ｃ３月１日
■締切り：試験日の８日前まで
【受験申込書配布・申込受付窓口】
市立長浜病院管理課内長浜市職員選考委員会
〒526-8580 長浜市大戌亥町313番地　7[２３００(代表)または7[２３２４(直通)

★受験申込書を郵送で請求される方へ
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。

【と　き】平成20年２月21日(木)
【ところ】立命館大学びわこ・くさ

つキャンパス
【受付期間】11月１日(木)～15日(木)
【申込方法】上下水道課にある所定の申

込用紙に必要事項を記入の
うえ提出してください。

■■問上下水道課(1.65１６００)

国土交通省では、琵琶湖・淀川の
今後の河川整備に関するご提案や
ご意見を募集しています。河川整
備計画の原案、意見交換会の詳細
は、ホームページをご覧ください。
http//:www.biwakokasen.go.jp/

◆意見交換会開催
【と　き】10月23日(火)19時から
【ところ】伊香郡民会館(木之本町)

■■問琵琶湖河川事務所調査課
(1077-546-0844)

下水道排水設備工事責任技術者試験

お知らせ 

琵琶湖・淀川河川整備へのご意見募集

募　集 
講演・講座 

平成20年度からの国民健康保険料賦課方式等の変更
について、皆様からのご意見を10月31日まで募集して
います。
○国民健康保険の保険料率について、固定資産税(土地
家屋)に比例した資産割賦課を廃止し、国の標準割合
とすることについて

○国の医療保険各法の改正により「合併に伴う国民健
康保険の保険料等の特例に関する条例」を廃止し、
それに代わって、浅井支所区域への新たな不均一賦
課の導入について

◆参考資料は、市ホームページまたは保健医療課窓口、
各支所市民福祉課でご覧いただけます。

お問合せは、保健医療課(7X６５１２)へ。国民健康保険賦課方式等に関するパブリックコメント募集中
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【と　き】11月18日(日)※小雨決行
ＪＲ余呉駅に９時45分集合

【コース】◆ＪＲ余呉駅・出発 → ◆余呉湖 → ◆ウッディパル余呉
→ ◆医王寺 → ◆大見いこいの広場 → ◆川合 → ◆鶏足寺
→ ◆ＪＲ木ノ本駅・解散

【参加料】会員：無料〔会員登録料：1,200円(年会費)〕
一般：300円(小中学生無料！)

【持ち物】弁当・水筒・雨具・保険証の写し等
【アクセス】ＪＲ長浜駅８:53 → ＪＲ余呉駅９:18

さあ！
みんな一緒に

健康ウオーキング♪

【と　き】11月14日(水) 18時30分開演(18時開場)
【ところ】六荘公民館(六角館)
【出　演】桂雀松、笑福亭三喬、桂文華、桂しん吉
【料　金】一般：1,500円(当日券は500円増)
【プレイガイド】長浜市民会館　長浜文化芸術会館

リュートプラザ　浅井文化ホール

桂雀松

第十六回ながはま寄席

雀松・初登場！

【と　き】12月２日(日) 13時30分開演(13時開場)
【ところ】長浜文化芸術会館
【演奏曲目】第一部　心あたたまるメロディー(マイ・ウェイ、大きな古時計 他)

第二部　ハーモニカの調べ　【特別出演】ハピネス ハーモニカ クラブ
第三部　世界の名曲より(ロシア民謡を訪ねて、よろこびの歌 他)

楽器は何でもＯＫ！概ね50歳以上で音楽好きでやる気のある方ならどなたでも参加できます！
お問合せは、長浜文化芸術会館(1V７４００）へ。

ながはまシニアアンサンブル
「銀

ぎ ん

の櫂
か い

」
第二回定期演奏会

ながはまウォークらぶ 第110歩 『百』をめぐるウォーキング

日本の自然100選「紅葉の鏡湖と鶏足寺を歩く」（15.0㎞）

お問合せは、長浜文化芸術会館(1V７４００）へ。

お問合せは、長浜市民体育館(1V９８０６)へ。

入場無料！

《日　時》11月15日(木)
13時30分から

《ところ》湖北医師会館２階ホール
(宮司町1180)

《講　師》市立長浜病院歯科口腔外科
部長　西森 繁範 先生

《内　容》口腔粘膜に生じる病気の
特徴と、その注意点につ
いてお話しします。

・佐野クリニック
【住所】相撲町1475-14
【電話】65-5800

・岩本整形外科
【住所】大戍亥町738-4
【電話】64-1866

高齢者インフルエンザ予防接種の
実施医療機関が追加されました。

口腔粘膜に生じる病気

各種集団健診・検診

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

北部福祉ステーション（ふれあい神照）

長浜市保健センター

あじさいホール

びわ保健センター

びわ保健センター

南郷里公民館

曳山博物館

木尾公会堂

長浜市保健センター

小室公会堂

浅井健康管理センター

サンパレス

びわ保健センター

東部福祉ステーション(郷里荘)

長浜市保健センター

浅井健康管理センター

長浜市保健センター

長浜市保健センター

○生、○レ
○大
○生、○胃、○大
○歯 ※受付時間13:15～15:15

○生、○胃、○大、○子、○乳、○骨
○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○大
○生、○レ
○歯 ※受付時間９:30～11:30

○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○大
○大

○生＝生活習慣病健診
○胃＝胃がん検診
○大＝大腸がん検診
○子＝子宮がん検診
○乳＝乳がん検診
○レ＝胸部レントゲン検診
○骨＝骨粗しょう症検診
○歯＝歯周疾患検診

と　　こ　　ろと　　き

15日(月)

16日(火)

21日(日)

23日(火)

24日(水)

25日(木)

30日(火)

31日(水)

１日(木)

２日(金)

５日(月)

６日(火)

７日(水)

８日(木)

21日(水)

10

月

11

月

※各種がん検診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診は予約制となります。
65歳以上の方には、生活習慣病健診の受診票を事前に送付します。電話
で長浜市健康推進課へお申込みください。

※上記以外の日程・対象年齢・費用等詳しくは、『平成19年度長浜市健康づ
くり日程表』をご覧ください。

※「０次健診」を受診される方は、生活習慣病健診・胸部レントゲン検診を受
診することはできせん。

受付時間　平日９:15～11:15
土日８:00～11:00

健康講演会

お問合せは、湖北医師会（7U１１０１）へ。

お問合せは、健康推進課（7X７７７９)へ。

市では、生後４か月までのすべて
のお子さんに「長浜市こんにちは赤
ちゃん訪問」を行い、市の子育てに
関する情報をお伝えさせていただく
とともに、子育てについて一緒に考
えさせていただきたいと思います。

予防接種名 対　象　・　接　種　方　法 持　ち　も　の

生後３か月～90か月(７歳６か月）未満
１期初回：３～８週間までの間隔で３回接種(接種間隔を守りましょう)
１期追加：１期初回の３回目終了後、約１年後に１回接種

１期：生後12か月～24か月(２歳)未満
２期：平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ
混合ワクチンの接種：１期１回　２期１回

母子健康手帳、保険証

三種混合
ジフテリア
破傷風
百日せき

麻しん
風しん

個別予防接種

※予約が必要です。直接医療機関にご予約ください。※料金無料(年齢が対象外の人は実費)
※実施医療機関等詳しくは、『平成19年度長浜市健康づくり日程表』をご覧ください。

〔 〕

各種教室など

ちびっこひろば
０歳～就学前までのお子さんと保護者

身体測定もできます。気軽に遊びに来てください。

９:30～11:30 ■■び10月31日(水)・■■び11月９日(金)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

笑福亭三喬

11月１日から新たに
「長浜市こんにちは赤ちゃん訪問」

が始まります！
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

10月26日(金)

11月26日(月)

10月16日(火)

11月20日(火)

11月14日(水)

保健師・栄養士

保健師

保健師・栄養士

保健師、助産師、看護師、

栄養士、歯科衛生士など
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（受付時間 13:10～14:00）※12:00から受付名簿を出し、13:10から順にお呼びします。

４か月児健診

10か月児健診

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19年５月

平成19年６月

平成19年７月

平成18年11月

平成18年12月

平成19年１月

平成18年２月１～15日

平成18年２月16～28日

平成18年３月１～15日

平成18年３月16～31日

平成17年３月１～15日

平成17年３月16～31日

平成16年３月１～15日

平成16年３月16～31日

■■浅23日(火)

■■浅23日(火) ■長30日(火)

■■び26日(金)

■■び26日(金) ■長22日(月) 

■長17日(水)

■長18日(木)

■■び16日(金)

■■び16日(金) ■長28日(水) 

■■浅27日(火)

■長19日(月) ■■浅27日(火)

■長14日(水)

■長15日(木)

■長９日(金)

■長12日(月)

■長１日(木)

■長５日(月)

母子健康手帳、質問票

母子健康手帳、質問票、

歯ブラシ、コップ

母子健康手帳、質問票、

歯ブラシ、コップ、尿

対象児の生まれ健　　診　　名
と　き　・　と　こ　ろ

11 月10 月
持　ち　も　の

ほけんだより 長浜市保健センター
7６５－７７７９
FAX６４－１４３７

予防接種名 対象・接種方法 と　き　・　と　こ　ろ 持ちもの
生後３か月から６か月未満
※接種期間が短いので、三種混合やポリ
オの予防接種より先に受けましょう。

生後３か月から90か月(７歳６か月)未満
※６週間以上間隔をあけて２回服用する。
※できるだけ、１歳半までにすませるよ
うにしましょう。

■長10月31日(水)

■長11月30日(金)

長浜南小学校区、びわ地区 ■長10月19日(金）

神照小学校区 ■長10月24日(水)

北郷里、南郷里小学校区 ■長10月29日(月)

上記日程で受けられなかった方
■長11月2日(金）

■長11月8日(木）

母子健康手帳、

体温計、予診票

(すこやか手帳

内の予診票をお

使いください)

BCG
（結核）

ポリオ
（急性灰白髄炎）

■■長
浅井健康管理センター
7７４－２４４６
FAX７４－０４６０

■■浅
びわ保健センター
7７２－４６０２
FAX７２－４６０３

■■び

妊婦・乳幼児相談（受付時間 ９:30～11:00）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・離乳食の悩みなど

集団予防接種（受付時間 13:10～14:30）※12:00から受付名簿を出し、13:10から順にお呼びします。

※４か月児健診・10か月児健診は、居住地域別に指定の会場で実施していますが、その他のセンターで受けられる場合
は、２日前までにお住まい地域のセンターまでご連絡ください。

※２日前までに長浜市保健センターへお申込みください。

※各センターを記号で表示しています

電話でも相談を受付けています！

すくすく赤ちゃん電話
7６５－０８００ ※市民の方対象
平日：８時30分から17時15分

簡単なゲームを楽しみながら、自然

の不思議やおもしろさを体験しよう。

【と　き】11月３日(祝)※雨天中止

９時30分～12時

【ところ】豊公園

【対　象】小学生以上(小学生低学年

は保護者同伴)

【定　員】30人(先着順)

【参加費】無料(筆記用具等はご持参ください)

■■申都市計画課(1 .65６５４１)

【と　き】11月７日(水) 10時～15時

【ところ】長浜ロイヤルホテル２階

【内　容】会員持ち寄り品コーナー、

リサイクルコーナー、協賛

店26店出店、健康コーナー

【入場料】500円(飲物券付)

■■問国際ソロプチミスト長浜(北嶋
1 .63０１４７)

介護をしている方同士で、情報交換

と心身のリフレッシュをしませんか。

【と　き】11月７日(水)

10時30分～14時30分

【ところ】長浜北部福祉ステーション

(神照町288-1)

【内　容】講演＆おしゃべりタイム、

エクシブ琵琶湖でランチ

バイキング

【対　象】市内在住で、在宅で介護

されている人

【定　員】35人(先着順)

【参加費】1,500円

【締切り】10月31日(水)

■■申長浜市社会福祉協議会(1.62１８０４)

【と　き】11月10日(土)

10時30分～11時30分

【ところ】長浜市児童文化センター

【内　容】人形劇、手遊び　など

【対　象】３歳児～小学生と保護者

【定　員】45組(先着順)

【参加費】子ども１人100円

■■申長浜地域子育て支援センター

(1 .62３７１２)

ピアノ四重奏とフルート四重奏と...
長浜市在住のアーティストを中心と

した室内楽コンサートを開催します。

【と　き】11月11日(日) 14時開演

【ところ】リュートプラザ

【入場料】前売1,000円(当日1,500円)

【演奏曲】ベートーヴェン：弦楽三

重奏のためのセレナード

二長調作品８　他

■■問リュートプラザ(1 .72５２５７)

つくってみよう！米川本支流アメニティマップ
【と　き】11月10日(土)９時～16時

【ところ】川崎や(大宮町8-8)集合

【内　容】午前：米川支流地域等の

自然・文化・歴史を散策

しながら探ります。

午後：見どころや環境面

で気づいたことをまとめ

たアメニティマップ作り

※雨天の場合は一部内容を変更します。

【対　象】小学生以上

【参加費】500円(当日集金)

■■申ながはまアメニティ会議事務局

(環境保全課内(1 .65６５１３)

お城の森でちっちゃい秋みーつけた
【と　き】11月11日(日)10時～15時

※小雨決行、荒天中止

【ところ】豊公園(現地集合・解散)

【内　容】自然物を使った工作、自

然の不思議発見隊

【講　師】環境レイカーズ

島川武治氏(しまっち)

池田まさる氏(まっちゃ)

【対　象】市内在住の３・４・５歳児

(平成19年４月現在)と保護者

【定　員】15組(先着順)

【参加費】１人300円(当日集金)

■■申環境保全課(1 .65６５１３)

【と　き】11月11日(日)10時～14時

【ところ】六荘幼稚園(勝町)

【内　容】リサイクル品販売、軽食

コーナー、手作り品(冬

用小物)販売など

■■問六荘幼稚園(1 .62７０３５)

【と　き】11月18日(日)８時～17時

【行き先】米原市曲谷「五色の滝、大

持多目的広場(伊吹ゆり園)」

※チャーターバス運行

【内　容】五色の滝散策、シシ鍋食談会

【参加費】4,000円

【定　員】40人(先着順)
※当日は地元主催フリーマーケット同時開催

■■申ながはまアメニティ会議事務局

(環境保全課内1 .65６５１３)

チャリティーバザー　

在宅介護者のつどい

お楽しみおはなし広場

アンサンブルコンサー

ネイチャーゲーム

長浜まちなかウォーク

長浜環境塾

六荘幼稚園ＰＴＡバザー　

奥伊吹曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー

西日本最大の環境産業見本市
【と　き】10月24日(水)～26日(金)

10時～17時(26日は16時まで)

【ところ】滋賀県立長浜ドーム

【入場料】無料

【出展者数】過去最多の268企業・団体

詳しくはhttp://www.biwako-messe.com/へ

■■問滋賀環境ビジネスメッセ実行委員

会事務局(1077-528-3793)

【と　き】10月27日(土)～11月４日(日)

10時～16時

【ところ】安楽寺(細江町)

【内　容】菊花展、陶芸展、琴コンサ

ート、茶席(有料)など

■■問びわ支所産業建設課(1.72５２５５)

【と　き】10月28日(日) ８時～11時

※小雨決行、雨天中止

【ところ】長浜地方卸売市場北側野菜畑

【内　容】とうもろこし､キャベツ､さ

といも､大根等の収穫体験

【参加費】無料(収穫した野菜は実費)

■■問長浜地方卸売市場(1 .63４０００)

一般公募による役者、スタッフと地

元商店街振興組合会員らの手づくり

による市民歌舞伎。

【と　き】11月２日(金) 19時開演

３日(祝) 18時開演

◆米原寿山子供歌舞伎特別上演(３日夜)

【ところ】長浜文化芸術会館他

※３日：ゆう壱番街特設舞台で昼の

部(13時開演)の公演あり。

【外　題】鬼
き

一法眼三略巻
いちほうげんさんりゃくのまき

「一条大蔵譚
いちじょうおおくらものがたり

」檜垣
ひ が き

・奥殿
おくでん

【入場料】500円(ゆう壱番街特設舞

台は無料)

■■問ゆう壱番街商店街振興組合(渡辺
1 .62３７７６)

びわ湖環境ビジネスメッセ2007

催　し 

第16回安楽寺菊まつり

直どり野菜の収穫体験

第十一回長濱ゆう歌舞伎



広報きゃんせ長浜　2007年10月15日 6古紙100％の再生紙を使用しています。

長浜図書館　朝日町18-5（℡63-2122）

■休館日

☆☆☆長浜図書館に、長谷川義史さんがやってくる☆☆☆

・ちびちゃんおはなし会
10月19日(金)・11月16日(金) 11:00～
・子ども映画会
10月20日(土) 14:00～　(25分)
『ねずみのいもほり』ほか　 (先着100人)
・赤ちゃんおはなし会
10月21日(日) 10:30～
11月２日(金) 10:15～ 10:40～
11月18日(日) 10:30～
※月ごとに同じ内容です。
・おはなし会
10月28日(日) ４歳～１年生　10:10～

２年生以上　　11:00～
・名画サロン
11月４日(日) 13:30～　(109分)
『哀愁』（先着50人）
・おたのしみ会
11月10日(土) 11:00～
・子ども映画会
11月17日(土) 14:00～　(30分)
『ピーターのいす』ほか３話　 (先着100人)

☆展示
10月24日(水)まで
『英語版「琵琶湖周航の歌」写真展』

〈浅井図書館〉大依町528（℡74-3311）
■休館日

・おはなし会
10月20日(土) 14：00～
・ビデオ映画会
10月28日(日) 14：00～(約60分)
『ダンボ』（先着60人）
・ミニおはなし会
11月11日(日) 15：00～
・おはなし会
11月17日(土) 14：00～

☆展示
10月30日(火)まで　『妖怪の森』展

毎週月曜日・10月25日(木)・11月６日(火)

〈びわ図書館〉難波町505（℡72-4305）
■休館日 毎週火曜日・10月25日(木)、11月３日(土)

毎週月曜日・10月25日(木)・11月３日(土)・
13日(火)

・ひまわりさんのおはなし会
10月28日(日) 11:00～
・ちびっこ映画会
11月４日(日) 14:00～　（25分）
アニメ・ちびまる子ちゃん
『とくちゃんはお人よし』（先着30人）
・英語のおはなし会
11月10日(土) 11:00～
・図書館員のおはなし会
11月17日(土) 11:00～

☆展示
10月31日(水)～11月12日(月)
『ユネスコ「絵で伝えよう！

わたしの町のたからもの」絵画展』

今年の夏休みの課題図書『おじいちゃんのごくらくごくらく』の作者・長谷川
義史さんを招いて講演会を開催します。演題は「絵本作家・長谷川義史さんに聞
く子どもを夢中にさせる読み聞かせのコツ」。絵本作家さんによる貴重な講演会、
この機会をお見逃しなく。
【と　き】11月11日(日) 13時30分から
【ところ】長浜市立長浜図書館　視聴覚室
【定　員】申込先着70人
◆申　込　10月27日(土) 10時から

長浜図書館のカウンターまたは電話(V２１２２)でお申込ください。
◆その他　読み聞かせに興味のある方を対象とした講演内容です。

たくさんのご応募ありがとうございました。

現在図書館では、ご応募いただいた「図書館ボランティア」さんにさっそく活動してい
ただいています。この写真は、何度も貸し出しされた絵本の表紙を拭いていただいている
ところ。再びきれいになって、気持ちよく利用してもらえますように・・・。興味をお持
ちの方は、お近くの図書館までご連絡ください。

図書館ボランティアさん活躍中！！




