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市職員を募集します
(市立長浜病院)

1 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(職種
①・③)または助産師(職種②・④)の免許を有する人(平成22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

2 職種①・②：昭和44年４月２日以降に生まれた人
職種③・④：昭和34年４月２日以降に生まれた人

受　　験　　資　　格

45人程度

５人程度

10人程度

２人程度

採用予定人員

①病院看護師

②病院助産師

③病院看護師

(随時)

④病院助産師

(随時)

職　　種

＊①・②は５月１日(金)から申込みの受付けを開始します。
③・④は申込み受付中

【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。

Contents
1  職員募集ほか　　2 インフォメーション　　3 ぶんスポちゃんねる　　4-5 ほけんだより　　6 図書館だより

伝統的街並み景観形成事業
店舗および町家ファサード改修・再生活用

美しい観光地づくり事業
歴史的景観・水辺・緑・彫刻など

にぎわいの街づくり事業
商店街ににぎわいを創出するソフト事業

伝統的な建物や街並みを保存・活用、まち
のにぎわいや誘客効果を高める次の３つの事
業に補助をします。

補助対象事業や補助率、補助金額など詳しい

内容については、商工振興課(7X８７６６)ま

でお問合せください。

街並み景観やにぎわいづくりを

支援します

募集期間：４月27日(月)まで【年３回公募予定】▼

07月31日(金)

09月18日(金)

10月16日(金)

11月13日(金)

07月22日(水)

平成22年2月26日(金)

第１回 08月08日(土)

第２回 09月26日(土)

第３回 10月24日(土)

第４回 11月21日(土)

08月24日(月)

08月26日(水)

随　　　時

試　　験　　日 申込締切り

長浜会場

大阪会場

九州会場

－

①・②

③・④
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毎月第２・４土曜日

＊１部：９時45分～10時45分

２部：11～12時、３部：13～15時

【ところ】湖北地域しょうがい者相談

センター「ほっとステーシ

ョン」(末広町6-2)

【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

【対　象】湖北地域在住でしょうがい

のある人

【受講料】１・２部　2,000円

３部　4,000円

(全10回分、テキスト代含む)

【定　員】各部２人(先着順)

■■問湖北地域しょうがい者相談センタ

ー「ほっとステーション」

(1 . 64５１３０・FAX . 64５１３１)

【応募資格】通勤・通学でＪＲを利用

されている人

【利用期間】５月１日～平成22年３月31日

＊24時間入出庫可能

【募集台数】長浜駅西駐車場17台

田村駅東駐車場32台

＊申込多数の場合は抽選

【月額料金】長浜駅西駐車場5,000円

田村駅東駐車場4,000円

【申込方法】印鑑をお持ちいただき、長

浜駅西駐車場管理棟窓口

(受付：９時～17時)で直接

お申込みください。

【締切り】４月24日(金)＊５月以降随時受付

■■問長浜駅西駐車場管理棟

(1 . 65５５８５)

滋賀県湖北森林整備事務所では、湖

北地域の森林に関心があり、森林・

林業施策を推進する意欲のある人を

募集しています。

【応募資格】湖北地域に在住または通

勤・通学されている18歳

以上の人

【募集人数】２人程度

【任　期】６月下旬(予定)から３年間

【募集期間】４月27日(月)～５月29日(金)

＊応募方法など詳しくは、下記まで

お問合せください。

■■問滋賀県湖北森林整備事務所

(1 . 65６６１７)

滋賀県では、離職を余儀なくされた

人の生活の安定と再就職を支援する

窓口を設置しています。

【相談時間】平日の８時30分～17時

【相談場所】滋賀ビル５階(大津市梅林

1-3-10)1077-521-5421
【相談内容】生活支援や公営住宅に関す

る情報提供、職業相談、職

業紹介、外国人の生活に関

する相談など

■■問県緊急雇用対策室

(1077-528-3758)

アナログテレビ放送

は平成23年７月24日

に終了し、地上デジタ

ル放送へ移行します。

総務省では、「地上

デジタル放送を見るにはどうしたら

いいの？」などの疑問・質問にお答

えするために、滋賀県テレビ受信者

支援センター(コールセンター)を設

置されましたので、ご利用ください。

滋賀県テレビ受信者支援センター

大津市末広町7-1 (大津パークビル３階)

1077-523-5192
コールセンター

平日：９時～21時

土・日・祝日：９時～18時

＊ＩＰ電話など、上記番号でつなが

らない場合は、03-4334-1111まで。

ごみ収集日カレンダーの訂正
３月上旬にお配りした「ごみ収

集日カレンダー」の中に誤りが

ありましたので、次のとおり訂

正させていただきます。

可燃ごみの収集日が

【月・木】の地域の人

12月31日(木)に 可燃 の記載が
ありますが、可燃ごみの収集は
ありません。
可燃ごみの収集日が

【火・金】の地域の人

７月31日(金)に可燃の記載はあ
りませんが、可燃ごみの収集が
あります。
■■問 環境保全課(1 . 65６５１３)

湖北流域森林づくり委員会委員募集

【と　き】５月５日(祝)

13時～16時30分

【ところ】七条町沿道・足柄神社

【内　容】神輿還御の際に登場するジ

ョウトンバ(尉と姥)の面姿

が最大の見どころ。12人の

男児がふん装する母衣武者

行列や12人の女児の稚児行

列もおこなわれます。

■■問七条春祭り保存会(会長：井関1 . 62

９７５９)

【と　き】４月29日(祝)10時～15時

※雨天中止

【ところ】長浜ドーム前広場(田村町)

【出展者数】39ブース(衣類・食器、お

もちゃ、雑貨等)

同時開催　長浜ひょうたんボウル
立命館大学 対 日本大学
長浜ドーム 14時30分～

■■問滋賀県アメリカンフットボール連

盟事務局 加藤(1 . 62３９１６)

【と　き】７月17日(金)～

９月29日(火)

【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)

【定　員】50人

【受講料】全科目(20単位)93,000円

講義(１単位)5,000円

演習(１単位)7,000円

【募集期間】５月７日(木)～29日(金)

■■問滋賀文教短期大学(1 . 63５８１５)

URL http://www.s-bunkyo.ac.jp

【と　き】５月～９月(全10回)

県求職者総合支援センター

テレビ受信者支援センター

市指定無形民俗文化財 七条の春祭り

図書館司書講習

ひょうたんボウル会場で
フリーマーケット

しょうがい者のためのパソコン教室

催　し 相　談 

講座・教室 

市営駐車場の定期利用者募集

募　集 

▼
▼

▼
▼

【開講期間】５月～10月
【対　　象】一般男女(高校生不可)
【申込期間】４月18日(土)～26日(日)＊19日は休館
【申込方法】サンパレスにある専用の申込用紙に必要事項を

記入して、窓口に提出してください。電話での
予約も可能です。＊先着順ですが、定員に達し
ない場合は引き続き申込みを受付けます。

【そ の 他】 定員に達しない場合は、開講を取り止めるこ
とがあります。 受講料には教材費も含まれて
います。 納入された受講料は原則としてお返
しする事ができませんのでご了承ください。

■■問 長浜サンパレス(7W１４４４)
〔開館時間〕平日・土曜　　９:00～21:30

日曜・祝休日　９:00～17:00
▼

▼

▼

レッツトライ!!

春だから　学びたい！始めたい！

長浜サンパレス
５月開講講座受講生募集！

みなさまからのご要望に
お応えし、昼間をメインに
した４つの新しい講座を開
講します。

元ＮＨＫアナウンサーで番組企画・舞台演出などをされている声のプロ
を講師に迎え、腹式呼吸による発声の基本から学び、音読を通して脳の活
性化・ストレス解消を図ります。
シンプルで奥深い朗読の世界です。まずは思い切り声を出してみませんか。

開　講　日　時講　　座　　名 講　　　師 回　数 受　講　料 定　員
金曜日10:00～11:30 全１８回 13,000円 20人

独特の声や口不動の発声訓練、人形の使い方など、腹話術ならではの楽
しい学びがあります。腹話術で多くのみなさんに笑いと感動を与え、心の
ふれあいをしてみませんか。まずは挑戦してみましょう！

リハビリトレーニングとして生まれたピラティスは、ゆっくり動きます
ので、初めての人や体のかたい人でも無理なく受講できます。
骨盤のゆがみを整えると、腰痛、肩こり、冷え症などの改善も期待でき

ます。

中高年者向きの健康体操です。フワフワした柔らかいボールを使って楽
しみながら行う軽運動です。骨や内臓を支える筋肉を動かしますので体の
老化防止や腰痛予防などに役立ちます。
日常の動きでは使うことの少ない筋肉も動かします。

カルチャー講座

音読

腹　話　術

ピラティス

腰痛肩こり予防
健康体操

コアエクササイズ

フリーアナウンサー

大野　恵子

腹話術師初段

ワッキー正
(全日本あすなろ腹話術協会)

ＡＦＡＡ認定

藤井　聡子

ｊａｆａ認定

大森　奈美

金曜日19:30～21:00

月曜日10:00～11:20

火曜日10:00～11:30

全１４回

全１８回

全１８回

12,000円

11,000円

11,000円

10人

20人

20人

【と　き】５月８日(金)～10日(日) 13時～16時
【ところ】長浜市サイクリングターミナル(名越町)
＊タオル、バスタオルは各自ご持参ください。
期間中は、特別にお蕎麦(１杯250円)を販売します。
菖蒲湯　　５月５日の端午の節句の日に、菖蒲の根や葉っぱを入れて沸かす風呂

のことをいい、入浴することで邪気を払うとされています。
■■問 長浜市サイクリングターミナル(7V９２８５)

▼

長浜市サイクリングターミナル菖蒲湯を無料開放します



市では、インフルエンザ菌ｂ型（Hib＝ヒブ）
による細菌性髄膜炎などの感染症を予防するた
め、ワクチン接種に対する助成を始めました。

対象となる人
市内に居住する、次の①、②のいずれかに該当

する乳幼児の保護者
①ワクチン接種開始年齢が、生後２か月以上２歳
未満のお子さん

②申請時点で１歳以上２歳未満であり、接種開始
年齢が３歳未満のお子さん

助成金額
１回につき２，０００円　
＊助成回数は、ワクチン接種開始年齢や申請時の
年齢により異なります（最高４回まで）。

申請方法(①→②の順)
①医療機関でワクチン接種を予約する。
＊実施医療機関については、健康推進課までお問
合せください。

②健康推進課（長浜市保健センター、浅井保健セ
ンター、びわ保健センター）で申請手続きをお
こなう。

必ず医療機関に予約をしてから、
申請手続きをおこなってください。

＊ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）は細菌性髄膜炎
の主な原因菌で、冬に流行するインフルエンザ
の病原体とは全く別のものです。

＊ヒブワクチン接種は、予防接種法に基づかない
任意の予防接種です。この制度は、子育て支援
の充実を図るため、費用の一部を助成するため
に始めるものです。

■■問 健康推進課（7X７７７９）
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ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

４月22日(水)

５月27日(水)

５月18日(月)

５月08日(金)
保健師

保健師、栄養士

保健師、看護師、栄養士、

歯科衛生士など
長浜市保健センター

浅井保健センター
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

平成20年12月

平成21年01月

平成20年05月

平成20年06月

平成20年07月

平成21年１月生まれの浅井地区の健診は、６月に予定しています。

平成20年７月生まれのびわ地区の健診は、７月に予定しています。

■浅22日(水) ■長27日(月)

■長21日(火)

■び22日(金)

■び22日(金) ■長25日(月)

■び22日(金)

■び22日(金) ■浅27日(水)

■長20日(水) ■浅27日(水)

母子健康手帳、質問票

対象児の生年月日健　　診　　名
と　こ　ろ　・　と　き

５　　月４　　月
持　ち　も　の

ほけんだより 健康推進課
（長浜市保健センター）
7６５－７７７９
FAX６４－１４３７

■■長
浅井保健センター
7７４－２４４６
FAX７４－３６４１

■■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）

※４か月児健診・10か月児健診は、居住地域別に会場を指定して実施していますが、指定会場以外の保健センターで受
けられる場合は、２日前までに居住地域の保健センターまでご連絡ください。

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19年９月01～15日

平成19年９月16～30日

平成18年９月01～15日

平成18年９月16～30日

平成17年９月01～15日

平成17年９月16～30日

26日(火)

28日(木)

18日(月)

19日(火)

12日(火)

13日(水)

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

対象児の生年月日健　　診　　名
と　　　き
５　　月

持　ち　も　の

※１歳８か月健診・２歳８か月健診・３歳８か月健診は、全て長浜保健センターで実施します。

※２日前までに健康推進課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

■■問 湖北医師会(7a３７０７) 【と　き】５月１４日(木) 13時30分から
【ところ】市民交流センター
【講　師】伏木雅人先生(市立長浜病院　放射線科)
がんは早く見つけると、よくなる病気です。が

ん検診をみんなで受診し、治せるうちに見つけま
しょう。
治らない、怖い病気にしないために…。５月の

健康教室にぜひご参加ください。

予防接種名 対象・接種方法 とき・ところ

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
41日以上の間隔をあけて２回服用する。
（春１回・秋１回）
※できるだけ１歳半までにすませるようにしましょう。
※混乱を避けるため、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日程
で受けてください。

浅井地区
長浜南小学区、びわ地区
神照小学区
北郷里、南郷里小学区
上記の日で受けられなかった
お子さん

４月23日(木)
４月24日(金)
４月28日(火)
５月08日(金)
５月11日(月)
５月14日(木)

４月30日(木)
５月29日(金)

【持ちもの】母子健康手帳、体温計、予診票(すこやか手帳内にあります)をお持ちください。

＊集団予防接種は、全て長浜市保健センターでおこないます。

BCG
（結核）

ポリオ
（急性白髄炎）

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。

予防接種名 対　　　象 接　　　　種　　　　方　　　　法

１期(初回、追加)：生

後３か月～90か月(７

歳６か月)未満

２期：11歳以上13歳

未満(小学６年生の間

に受けましょう。)

ジフテリア・百日せき・破傷風の三種混合ワクチンを

１期初回：20日から56日までの間隔で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

ジフテリア・破傷風の二種混合ワクチンを１回接種

(三種混合１期を３回以上受けていない場合は、受け方について医療機関にご

相談ください。)

１期：満１歳～２歳未満
２期：平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれ
３期：平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ
４期：平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれ

混合ワクチンで、１期～４期　各１回接種
２、３、４期の対象の人には、４月中に通知
します。届かない場合は、健康推進課にお問
い合わせください。｝

三種混合
ジフテリア
百日せき
破傷風

麻しん
風しん

個別予防接種 各医療機関で実施します。【持ちもの】母子健康手帳、保険証

※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21年度長浜市健康づくり日程表』をご覧ください。

〔 〕
二種混合

ジフテリア
破傷風〔 〕

５月の健康教室

ヒブワクチン接種への助成制度が始まりました

｢早く見つければ怖くない！
がん治療の現在とこれから｣
－検診、早期発見の意義－

標準的な妊婦健康診査費用(14回分)が全額公費負担に！
今までの妊婦健康診査受診票は使えなくなりますので、新しい受診票と交換してください。

４月から妊婦健康診査費の公費負担を拡充します。妊婦が出産までに受診すること
が望ましいとされる標準的な健診項目診査費(14回分)に関して全額公費負担します。
事業の拡充に伴い、３月31日以前に母子健康手帳の交付を受けた人の妊婦健康診査受
診票が使用できなくなります。お手数ですが、長浜市健康推進課・浅井保健センタ
ー・びわ保健センターで新しい妊婦健康診査受診票と交換してください。
＊交換時には、母子健康手帳および母子健康手帳別冊（水色）をお持ちください。

注
▼

▼

▼



広報きゃんせ長浜　2009年４月15日 6再生紙を使用しています。

作家のおやつ
編／コロナ・ブックス編集部　

平凡社
三島由紀夫や向田邦子。名作を生み
出した作家たちが、創作の合間につ
まんでいたおやつとは？作家の愛し
た甘味やおせんべいが並びます。作
家の食したものをつまみながら、そ
の著作を読むのも、これまた一興。

赤いクリップで家を手に入れた男
著／カイル・マクドナルド
訳／西山佑　河出書房新社

赤いクリップ→魚のペン→ドアノブ
→キャンプ用コンロ→赤い発電機→
即席パーティーセット・・・インタ
ーネットで物々交換を続けた彼が、
最後に手にしたものとは？テレビで
も紹介され話題を呼んだ、現代の
「わらしべ長者」物語。

はるじゃのばけつ
作・絵／白土あつこ
ひさかたチャイルド

たっくんが、ばけつにさくらのはな
びらをふんわりあつめていると、た
ぬきがやってきていいました。「ね
え、そのばけつにめだかいれよう
よ。」たっくんは、いいなあとおも
いましたが・・・。

◆お問合せ先：長浜図書館（7VV２１２２） 浅井図書館（7aa３３１１） びわ図書館（7__４３０５）
http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/ 携帯電話http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/

◆休館日 ■は休館日です。 開館時間：10時～19時

15

長　浜
浅　井
び　わ

４　　　　　　月 ５　　　　　　月

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 木 金 土日 祝 金 金土 土日 日月 月 火 水 木火 水 木月 祝火 祝 休 木祝水
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

４月23日は
子ども読書の日

「子ども読書の日」は、子どもの読書活動への関心・理解を深め、子どもが
積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられました。社会全体を通じ
て、子どもの自主的な読書活動が、より一層進められることが望まれます。

※各図書館では、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。(図書館のホームページにも掲載中)

３月22日（日）に「ひ
まわりの会」のみなさん
が、通算で100回目とな
るおはなし会をびわ図書
館で開催されました。
記念となる特別なおは

なし会のために用意され
た“パネルシアター”や
“紙しばい”に、集まっ
た親子の笑顔があふれて
いました。

びわ分区の更生保護女性会が構成メンバーで、
平成12年からびわ図書館でおはなし会を開催され
ています。平成20年度代表の小笹美智子さんは、
「まだまだ勉強中ですが、これからも、子どもたち
におはなしの楽しさを伝えていきたいです。」と話
されていました。

〝おはなし会〟100回達成！
ひまわりの会


