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児童文化センターでは、子どもたち
に安全に遊んでいただくため、夏休
み期間中の利用時間を年齢ごとに設
定しますのでご協力ください。
【実施期間】７月19日(土)～８月31日(日)
【時間区分】※乳幼児は保護者同伴
乳　幼　児：９時～12時45分
小学生以上：13時～16時45分
■■問児童文化センター(1 . 65６４３３)

－設立３年以内の団体に奨励金－
会員数が10人以上で、市内に活動
拠点があるなど５つの条件を満たす
サークルや団体に対し、審査のうえ、
奨励金を交付します。
【対象分野】美術、音楽、演劇、文学、
舞踊、伝統文化、伝統芸能、映像

【締切り】８月29日(金)
【奨励金額】年間30,000円を限度
■■申長浜文化芸術団体協議会事務局(生
涯学習スポーツ課内1 . 65６５５２)

９月に実施されるJAドックの健診費
用を助成します。助成を希望される
人は、保険証を持参のうえ市窓口(保
険医療課等)で申請してください。
※JAドック自体の申込みはJAレー
ク伊吹(1 .52６５３２)で手続きを
してください。

【対　象】長浜市の国民健康保険に加
入していて、保険料の滞納
がない40歳以上の人で、特
定健診を受診していない人

■助成後の自己負担額
JAドック健診(6,100円)
ミニドック健診(1,600円)

【締切り】８月20日(水)
※他のドックの受付は６月で終了し
ました。

■申保険医療課(1 . 65６５１２)
浅井支所市民福祉課1.74４３５３)
びわ支所市民福祉課(1.72５２５３)

児童文化センター(ｻﾝｻﾝﾗﾝﾄﾞ) 
夏休み期間中の利用時間　

文化サークル・団体の活動を支援

JAドックの健診費用を助成します

－防犯灯が点いていないときは－
市では防犯灯の点検等を定期的に行
い維持管理に努めていますが、もし
点灯していない防犯灯を見つけられ
た時は、お手数ですが下記窓口まで
ご連絡いただき安全安心のまちづく
りにご協力をお願いします。
■■問市民協働課(1 . 65８７２２)
浅井支所地域調整課(1 . 74４３５０)
びわ支所地域調整課(1 . 72３２２１)

水稲病害虫防除を下記のとおり行い
ます。散布区域のみなさんにはご迷
惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。(天候等で日程変更あり)
■長浜地域(地上防除)
７月20日(日)、８月10日(日)
午前５時頃から７時頃まで

■浅井地域(無人ヘリ防除)
８月10日(日)～13日(水)
早朝から10時頃まで

■びわ地域
無人ヘリ防除：８月４日(月)～６日
(水) 午前５時頃から10時頃まで
地上防除：７月26日(土)～８月４
日(月) 早朝から10時頃まで

■■問長浜・びわ地域(農林水産課1. 65６
５２２)、浅井地域(JA北びわこ浅井
虎姫営農経済センター1.74０００２)

安全安心のまちづくりにご協力を

水稲病害虫防除にご協力を

お知らせ 11月２日(日)公演予定の「第12回長
濱ゆう歌舞伎」に出
演していただける
人と大道具製作な
どにご
協力い
ただけ
る人を
募集し
ます。

【対　象】15歳以上の人(中学生除く)
※ご希望の人は、７月25日(金)の19
時から曳山博物館において説明会
を開催しますのでご参加ください。

■問長濱ゆう歌舞伎実行委員会、渡辺
(1.62３７７６)、川村(1.62１００９)

【と　き】８月24日・31日・９月14日
(全３回)13時30分～15時30分

【ところ】六荘公民館
【講　師】吉岡俊之氏
【対　象】外国人に日本語を教えてみ

たい人、長浜ユネスコ日本
語教室で講師として活躍い
ただける人

【定　員】40人(先着順)
【受講料】1,000円(全３回分)
【締切り】８月18日(月)
■申長浜ユネスコ協会事務局(生涯学
習スポーツ課内1 . 65６５５２)

－けがで歯がぬけてしまったら？
折れてしまったら？－

知っててよかった！歯のけが口のけが
【と　き】８月７日(木)13時30分から
【ところ】長浜市民交流センター
【講　師】西本歯科医院

泉　英之先生
※参加無料で申込みは不要です。
■問健康推進課(1 . 65７７７９)

【と　き】７月27日(日) 13時30分から
【ところ】市立長浜病院(２階講堂)
■第１部「講演会」
放射線治療でがんはどこまで治せるか
■第２部「意見交換会(公聴会)」
滋賀県のがん対策の方向性について

※参加無料で申込みは不要です。
■■問市立長浜病院がん相談支援センター
(1 . 68２３５４)

長浜市公民館事業「かえる講座」
【と　き】８月２日(土) ９時～12時
【ところ】六荘公民館
【講　師】小林孝子氏
【対　象】市内在住・在勤の人
【定　員】30人(先着順)
【参加費】600円(当日徴収)
【持ち物】カッター
■■申六荘公民館(1 . 62０１９８)

【と　き】７月26日(土)９時30分から
【ところ】長浜公民館
【内　容】ゴーヤカーテンで省エネを

実践されている「小エネル
ギー推進市民フォーラム
(草津市)」のみなさんの体
験談と、ゴーヤを使った料
理体験

【定　員】30人(先着順)
【参加費】500円
【締切り】７月23日(水)
■■問長浜市消費学習研究会事務局(環
境保全課内1 . 65６５１３)

長寿(後期高齢者)医療制度のあれこれ
【と　き】８月５日(火)13時30分から
【ところ】長浜市民交流センター
【対　象】市内在住・在勤の人
【定　員】30人
※参加無料で申込みは不要です。
■■問長浜市民交流センター
(1 . 65３３６６)

【と　き】８月10日(日)
９時15分～13時

【ところ】六荘公民館
【対　象】４～10歳の子どもと保護者
【定　員】15組(先着順)
【参加費】大人500円、子ども300円
【申込方法】電話(18時以降)で下記まで

お申込みください。
【締切り】８月５日(火)
■■申食育ながはま元気っ子の会
(担当：村田1 . 62１３８５)

長濱ゆう歌舞伎役者＆スタッフ募集

創作講座　絵手紙＆落款作り

くらしの省エネ学習会

市民交流センター「ふれあい講座」

旬の野菜を使った親子料理教室　

【と　き】８月１日(金)※小雨決行
勤労者総合福祉センター
「臨湖」前に８時50分集合
※事前申込は不要です。

【内　容】琵琶湖岸の空き缶拾い
■■問長浜市消費学習研究会事務局(環境
保全課内1 . 65６５１３)

牛乳パックとペットボトルを使って
オリジナル作品を作ってみませんか。
【対　象】市内の小学生
【部　門】小学生低学年・中学年・

高学年の３部門
【応募条件】低・中学年は牛乳パック、

高学年はペットボトルを
使用した、たて50cm×よ
こ50cm×高さ50cm以内
の未発表作品※１人(グル
ープ)１点まで

【応募期間】９月１日(月)～12日(金)
【応募方法】市内公共施設等にある応

募用紙(市のホームページ
からもダウンロード可)に
作品の写真を貼って下記
まで送付してください。

■■申〒526-8501高田町12-34
環境保全課(1 . 65６５１３) 

市立長浜病院では、地域に根ざした
病院事業を推進していくために病院
運営について協議いただく委員を次
のとおり募集します。
【応募資格】市内在住で20歳以上の人、

常勤の公務員と国・地方
公共団体の議員でない人、
広い視野に立って様々な
角度から建設的な意見・
提案をいただける人、平
日に開催する委員会に出
席できる人

【募集人数】２人以内
【任　期】委嘱の日から２年
【応募方法】所定の応募用紙に必要事

項を記入し800字程度の
意見書を添えて、持参､郵
便、メールのいずれかの
方法でお申込みください。

【締切り】７月31日(木)
■■申〒526-8580大戌亥町313
市立長浜病院管理課(1 . 682324)
E-mail:nch@mx.biwa.ne.jp

空き缶キャンペーン参加者募集

リサイクル工作コンテスト

市立長浜病院運営協議会委員を募集

募　集 

日本語の教え方教室

健康教室

がん医療講演会

講演・講座 

臨時健康相談窓口を
開設します

平成８年度から平成18年４
月までの間に市の保健事業(保
健相談・糖尿病教室・健康体験
フェアー)において、血糖値を
測定する際に採血穿刺用器具を
使用していました。針は一人ひ
とり交換していましたが、キャ
ップ部分は消毒して共用してい
ました。
今後は、このようなことがな

いよう注意して保健事業に取り
組みます。
この期間に市の保健事業を受

けた方でご心配のある方は、下
記相談窓口までご相談ください。

【窓口】
健康推進課(7X７７７９)
※平日の８時30分～17時15分
※相談窓口の開設は８月29日
(金)までとなります。

市では、市民のみなさんに市政に対する理解と信
頼を深めていただくため、情報公開条例と個人情報
保護条例を制定し、市が保有する公文書をみなさん
からの請求に応じて公開しています。
昨年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

の情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況は右
のとおりです。
また、市議会の議案書や議事録、統計書等の行政

資料をみなさんにご覧いただけるよう、市役所本館
の１階に市政情報コーナーを設けていますのでご利
用ください。

■平成19年度 情報公開条例の運用状況
①公文書の公開請求の件数　４０件
②公文書の公開請求に関する決定状況
公開　　１３件　　部分公開　２２件　　非公開　６件
不存在　　０件　　取下げ　　　０件
③不服申立ての件数　０件
④市政情報コーナーのコインコピー機の利用枚数
７，８６１枚
※一つの請求が複数の所属にまたがり、それぞれの所属ご
とに決定を行ったものがあるため請求件数と決定件数は
一致しません。
■平成19年度 個人情報保護条例の運用状況
①個人情報の開示請求等の件数　２２件
②個人情報の開示請求等に関する決定状況
開示　１６件　　部分開示 ４件　　不訂正 ０件
不開示　２件　　取下げ　 １件
③不服申立ての件数　０件

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

お問合せは、総務課(7X６５０３)へ。

夏の交通安全県民運動　７月15日(火)から24日(木)まで夏の交通安全県民運動　７月15日(火)から24日(木)まで
★重点項目　①子どもと高齢者の交通事故防止

②全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶


