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市では、国のまちづくり三法改正に対応した、
「長浜市中心市街地活性化基本計画」(案)を策定し
ましたので、みなさんのご意見をお聞かせください。

◆活性化の目標
①文化芸術の情報発信と広域的な観光交流の場とし
て商業観光の機能を強化し、交流人口の拡大を図
ります。

②長浜らしいコンパクトな市街地を形成し、中心市
街地と周辺部との連携・交流を促進します。

③ＪＲ長浜駅周辺を、商業観光のエントランスとし
て、また市民の皆さんが集う場とすることで、都
市活動の起終点を創出します。

④すぐれた住環境を有する共同住宅の供給や、伝統
的町家等を活かした居住環境の整備により、定住
人口の増加を図ります。

市では、今後10年間のスポーツ振興の基本的な指針となる「長浜市スポー
ツ振興計画」(案)を策定しましたので、みなさんのご意見をお聞かせください。
この計画は、①地域における生涯スポーツの充実、②学校体育・スポーツの

充実、③スポーツを支援する環境の整備・充実などスポーツの振興を総合的に
図り、市民の豊かなスポーツライフを築き、明るく豊かな活力ある社会が実現
することを目標としています。

【資料の閲覧場所】商工振興課、市政情報コーナー、市ホームページ http://www.city.nagahama.shiga.jp
【意見の提出方法】指定の用紙に住所・氏名・連絡先電話番号を明記の上、窓口に持参・郵送・FAXまた

はEメールで下記までご提出ください。
【提出・お問合せ先】〒526-8501高田町12番34号　長浜市商工振興課(7X８７６６、FAXW０３９６)

Ｅメール：syoukou@city.nagahama.shiga.jp

【資料の閲覧場所】生涯学習スポーツ課、市政情報コーナー、市ホームページ http://www.city.nagahama.shiga.jp
【意見の提出方法】指定の用紙に住所・氏名・連絡先電話番号を明記の上、窓口に持参・郵送・FAXまた

はEメールで下記までご提出ください。
【提出・お問合せ先】〒526-0031八幡東町632 長浜市生涯学習スポーツ課(7X８７８７、FAXX４５８６)

Ｅメール：syougaku@city.nagahama.shiga.jp

長浜市中心市街地活性化基本計画(案)にご意見を
募集期間：１月15日(火)～２月13日(水)

長浜市スポーツ振興計画(案)にご意見を　
募集期間：１月24日(木)～２月22日(金)

本市の目指す中心市街地活性化
市民のみなさんにとって、快適で暮らしやす

い都市機能や商業機能と居住環境の整備等を行
うとともに、全国から大勢の来街者をお迎えす
る商業観光都市としての魅力に磨きをかけなが
ら、さらなる集客交流の拡大を目指します。

◆中心市街地活性化基本計画区域（約180ha）
は旧計画区域
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関連講演会 近江猿楽を生んだ地域と時代 ２月２日(土) 
ところ：市民交流センター　講師：太田浩司氏(長浜城歴史博物館)
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と　き　５月10日（土）・11日（日）
主会場・ゴール　豊公園噴水広場
【参加費】一　　　般：1,500円(当日申込み2,000円)

中学生以下：1,500円(当日申込み1,800円)
【参加記念品】大会誌、オリジナル記念品、ゼッケン

コース地図、記念バッジ、完歩証など
※中学生以下の申込みは一部記念品等が変更されます。

【申込方法】下記のいずれかの方法でお申し込みください。※参加申込書は市内公共施設にあります。
①参加申込書と参加費等を添えて郵便局にて申込み
②参加申込書と参加費等を現金書留にて申込み
③参加申込書と参加費等を添えて長浜市民体育館で申込み

★コース　　　　10日（土） 11日（日）
Ａ：中山道宿場めぐり40㎞　　　　Ｅ：湖北戦国の道35㎞
Ｂ：国宝彦根城20㎞　　　　　　　Ｆ：鉄砲の里国友・姉川20㎞
Ｃ：近江母の郷15㎞ Ｇ：北国街道15㎞
Ｄ：びわ湖南回り10㎞　　　　　　Ｈ：びわ湖北回り10㎞

お問合せは、長浜文化芸術会館(7V７４００)

ながはまウォークらぶ 第112歩 『歴史街道』を歩く
五街道のひとつ中山道【中山道「垂井宿～柏原宿」３里半の旅】(約13km)

【と　き】１月20日(日)※小雨決行
ＪＲ垂井駅に９時集合

【コース】◆ＪＲ垂井駅・出発→◆垂井宿→◆中山道→◆不破の関跡→
→◆今須宿→◆柏原宿→◆ＪＲ柏原駅・解散

【参加料】会員：無料　一般参加：３００円(小中学生無料！)
【持ち物】弁当・水筒・雨具・保険証等
【アクセス】ＪＲ長浜駅7:46→ＪＲ米原駅(乗換)8:12→ＪＲ垂井駅8:39

あのデューク更家氏が長浜市民体育館にやってくる♪
～デューク式のウォーキングレッスンに参加し、あなたも正しく美しく歩くことを身につけよう～

デューク更家【健康ウォーキング講座】
３月23日(日) 14時～15時30分　長浜市民体育館
【内　容】・デューク更家氏によるトーク＆ウォーキングレッスン

・サイン入りグッズプレゼント抽選会
・レッスン終了後30分のウォーキング(自由参加、当日申込)

【料　金】2,000円※当日券500円増し
【定　員】400人(先着順)
【持ち物】運動のできる服装、上履き、タオル
―プレイガイド―　長浜市民体育館、浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター、長浜市民会館

長浜文化芸術会館、浅井文化ホール、リュートプラザ
平和堂アルプラザ長浜店、平和堂ビバシティ彦根店

注・未就学児の入場はできません。
・託児サービスあり(無料)。利用される方は２月29日(金)までに電話でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。
・前売り券が完売の場合、当日券の販売はありません。
・万一の傷害につきましては、応急処置は行いますが、以後の責任は傷害保険によるものとします。

１月22日(火)
チケット販売開始

デューク更家氏

第16回 びわ湖長浜ツーデーマーチ

このページについてのお問合せは、(財)長浜文化スポーツ振興事業団(市民体育館内、7W５１５１)へ。
ホームページ http://www.biwa.ne.jp/̃bunspo/ ツーデーマーチ http://www.ex.biwa.ne.jp/̃biwako2dm/
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【と　き】１月27日(日)13時から

【ところ】市民交流センター

【内 容】読み聞かせグループによ

る発表会、禅定正世氏(絵

本による街づくりの会理

事)の講話

【対　象】読み聞かせ活動に興味の

ある人

■■問生涯学習スポーツ課(1.65６５５２)

【と　き】２月２日(土)～３月30日(日)

全10回

【ところ】六荘公民館、養蚕の館ほか

【対　象】小学１年生～中学３年生

【定　員】30人(無料)

■■申伝統文化剣舞・歌謡舞普及協会

西邑(1. 62２４４１)

－生きる力と宗教－
【と　き】２月10日(日)

13時30分～15時30分

【ところ】長浜文化芸術会館学習室

【講　師】古賀和則氏(放送大学滋賀

学習センター客員教授)

【定　員】50人(無料)

■■問放送大学滋賀学習センター

(1077-545-0362)

－幼児食を作りましょう！－
【と　き】２月16日(土)10時～13時

【ところ】六荘公民館

【対　象】就学前のお子さんと保護者

【定　員】20組(先着順)

【参加料】１人200円(３歳未満無料)

【持ち物】エプロン、三角巾

【締切り】２月13日(水)

■■申ひよこ乳児保育園(1. 63８８９２)

絵本の読み聞かせ研修会

伝統文化剣舞・歌謡舞子ども教室

放送大学「長浜教室」第２回特別講義

食育・料理講習会

鉄道を活かした湖北地域振興協議会

では、長浜駅で定期券や往復乗車券

などを購入すると抽選でＪスルーカ

ードが当たるキャンペーンを実施し

ています。

【実施期間】１月15日(火)～３月20日(祝)

【応募資格】期間中にJR長浜駅で定期

券、回数券、往復乗車券、

ICOCAチャージなどを購

入された人

【賞　品】Ｊスルーカード

１等　5,000円分　15本

２等　3,000円分　35本

３等　1,000円分　67本

【応募方法】指定の応募用紙に、スタン

プを３つためて、駅内の回

収箱に投函してください。

【当選発表】３月下旬

■■問都市計画課(1. 65６５６２)

市内で、環境づくり、まちづくり、

ひとづくりなどで環境の快適さを高

める活動をしている人や団体の推薦

を募集します。

【推薦方法】葉書か封書で推薦する人や

団体の名前、住所、活動内

容と、推薦者の名前、住所、

電話番号を明記の上、下記

まで送付してください。

【締切り】２月14日(木)

■■申〒526-8501高田町12番34号(環

境保全課内)ながはまアメニティ

会議事務局(1 . 65６５１３)

長浜駅から電車に乗ろう

お知らせ 

ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ アメニティ推薦者募集

講演・講座 

びわ湖畔長浜竹生島能
【と　き】２月９日(土)14時開演
【ところ】長浜文化芸術会館
【内　容】素謡「神歌」 観世芳伸

仕舞「梅」 山階弥次
狂言「竹生島詣」 茂山七五三
能「竹生島」 山階彌右衛門

【入場料】S席6,000円
A席5,000円
※大学生以下は半額

【チケット】曳山博物館、長浜文化芸術会館
で発売中

人形劇「ペンギンたんけんたい」プレイベント
「もっと人形劇を楽しもう！」

【と　き】２月11日(月・祝) 14時開演
【ところ】長浜文化芸術会館(学習・集会室)
【内　容】・人形劇公演「でっかいおみやげ」(人形劇団クラルテ)

・紙人形作り　など
【定　員】150人(先着順)
【料　金】500円
※「ペンギンたんけんたい」(３月８日公演)のチケット購
入者には、無料で入場整理券をお渡しします。

お問合せは、びわ湖畔長浜竹生島能実行委
員会事務局(曳山博物館内7X３３００)へ。

３月８日(土) 長浜文化芸術会館
人形劇「ペンギンたんけんたい」

チケット好評発売中！
－プレイガイド－
長浜文化芸術会館、長浜市民会館
リュートプラザ、浅井文化ホール　他
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

１月28日(月)

２月22日(金)

１月18日(金)

２月19日(火)

２月８日(金)

保健師

保健師・栄養士

保健師

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８月

平成19年９月

平成19年10月

平成19年２月

平成19年３月

平成19年４月

平成18年５月１～15日

平成18年５月16～31日

平成18年６月１～15日

平成18年６月16～30日

平成17年５月１～15日

平成17年５月16～31日

平成17年６月１～15日

平成17年６月16～30日

平成16年６月１～15日

平成16年６月16～30日

■■び18日(金)

■■び18日(金) ■長30日(水)

■浅23日(水)

■浅23日(水) ■長25日(金)

■長21日(月)

■長22日(火)

■長16日(水)

■長17日(木)

■浅27日(水)

■長25日(月) ■浅27日(水)

■■び29日(金)

■長20日(水) ■■び29日(金)

■長13日(水)

■長14日(木)

■長６日(水)

■長７日(木)

■長１日(金)

■長４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

２　　月１　　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。

■長１月31日(木)

■長２月26日(火)
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）

■■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

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

もぐもぐ
ひろば

ちびっこひろば

ごっくん
もぐもぐ
もぐもぐ
かみかみ

〔初期～中期〕２回コース

平成19年８月１日～平成19年９月30日生まれ

〔中期～後期〕１回コース

平成19年６月１日～平成19年７月31日生まれ

０歳～就学前までのお子さんと保護者

お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。２月５日までに長浜市保健センターへお申込みください。

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

９:30～11:30

■■び２月27日(水)・■■び３月19日(水)

■■び２月15日(金)

■■び１月25日(金)

■■び２月１日(金)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

肝炎ウイルス(Ｂ型・Ｃ型)検査
長浜保健所では、肝炎ウイルス(Ｂ型･Ｃ型)検査を無

料･匿名で受付けています(事前予約制)。また、フィブリ

ノゲン製剤に関する相談窓口も設置されていますのでご

利用ください。

【検査受付日時】第２・第４月曜日
９:30～10:45/14:00～15:30

※日程が変更される場合がありますので、事前にご確認

ください。

【相談受付時間】平日　９:00～17:00

今どうなってるの？

乳がん治療の最前線
～医師の立場から・患者の立場から～

【と　き】２月９日(土) 13：30～15：30
【ところ】市民交流センター
【講　師】講　演：東出 俊一 先生(市立長浜病院)

体験談：竹林 愛湖 氏(あけぼの会)
【内　容】医師による最新の乳がん治療の話と

体験者からのメッセージ
【定　員】100名(先着順)

※託児15名(要予約)

京都大学
健康マンスリー講座

睡眠障害って？
～快適な睡眠でいきいき健康生活、

リラクゼーションの方法について～
【日 時】２月22日(金) 13：30～15：30
【場 所】六荘公民館(六角館)
【講 師】角谷　寛 先生

京都大学大学院医学研究科
(市立長浜病院 睡眠外来医師)

「はたちの献血」キャンペーン
１月１日～２月29日

新成人のみなさんも貴い生命を支える献血にご

協力ください。

【受付時間】
成分献血10:00～12:00/14:00～16:00

全血献血10:00～13:00/14:00～17:00

【開設日】
毎週火・金・土曜日(祝祭日は休み)

三種混合予防接種の注意事項
１期初回の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週を超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。）。１期初回は、１期追加および２期の基礎免疫とな
りますので、ぜひ、接種するようにしてください。

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うえで、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

通常は、混合ワクチンを接種します。
ただし、「麻しん」や「風しん」にかか
ったお子さんには、単独ワクチンを接
種することになりますので、ワクチン
の種類にご注意ください。

お問合せは、健康推進課(7X７７７９)へ。

お問合せは、湖北献血ルーム(70120-890-
689)へ。

お申込み・お問合せは、長浜保健所(7X６６６３)へ。

お申込み・お問合せは、健康推進課(7X７７７９)へ。



広報きゃんせ長浜　2008年１月15日 6古紙100％の再生紙を使用しています。

雪の写真家 ベントレー
作／J.B.マーティン

暖かみのある版画で表現されるの
は、50年以上もの歳月を雪の結晶に
捧げたアマチュア研究家ベントレー
の一生。大自然の生み出す精巧な芸
術に魅せられた男は、周囲の声に惑
わされることなく自分の審美眼を信
じ続けた･･･。毎年同じように落ち
てくる雪を今年はじっくり観察して
みたくなる、そんな伝記絵本。

ライオンと魔女
作／C.S.ルイス

映画化により注目を浴びた古典ファ
ンタジー『ナルニア国物語』第１巻。
片田舎の疎開先にあるお屋敷の衣装
だんすは、白い魔女の支配する冬の
世界「ナルニアの国」につながって
いた・・・。迷い込んだ４人のきょ
うだいは、正義のライオン・アスラ
ンとともにナルニアを守るべく立ち
あがる。

湖北の雪山50
著／富永豊

暖冬傾向とはいえ、寒さの厳しい滋
賀県湖北地方。琵琶湖を取り囲むよ
うに連なる1000ｍ級の山々の「今」
が丁寧に記録された一冊。地形やル
ート・コースタイムなどとともに綴
られる著者の文章は、地域の歴史や
風習にまで及び、雪山登山をする人
でなくても読み物として楽しめる。

蔵書点検を行います
市立図書館では、下記の予定で３館が６日

間ずつの休館をいただきながら蔵書点検を行
います。
年に一度すべての図書館資料を点検し、円

滑な図書館運営を維持するための作業です。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いいたします。

－各館の点検期間－
長浜図書館　２月　４日（月）～　９日（土）
びわ図書館　２月１１日（月）～１６日（土）
浅井図書館　２月１８日（月）～２３日（土）
※なお、図書の返却についてはブックポスト
をご利用ください。

★子どものための映画会
・『ピングーの家出』ほか
１月19日(土) 14:00/長浜図書館

・『楽しいムーミン一家～パパの思い出～』
１月27日(日) 14:00/浅井図書館

・アニメ・ちびまる子ちゃん『まる子ノラ犬に追いかけられる』
２月３日(日) 14:00/びわ図書館

・『ウォレスとグルミット　チーズ・ホリデー』
２月16日(土) 14:00/長浜図書館

★ボランティアさんのおはなし会
１月19日(土) 11:00/びわ図書館　14:00/浅井図書館
１月27日(日) 11:00/びわ図書館
２月２日(土) 11:00/長浜図書館
２月９日(土) 11:00/びわ図書館(英語のおはなし会)
２月16日(土) 14:00/浅井図書館

行事のご案内 PICK UP

※掲載した以外にも、様々な月例行事を行っています。詳しくは各館へお問合せください。

◆お問合せ先：長浜図書館（7VV２１２２） 浅井図書館（7aa３３１１） びわ図書館（7__４３０５）

◆休館日 ■は休館日です。

15
火

長　浜
浅　井
び　わ
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