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市では、定額給付金および子育て応援特別手当の申請

受付を行っています。申請がお済みでない人は、お早め

に申請してください。

【申請期限】平成21年10月１日（木） 当日消印有効
【受付場所】①定額給付金等推進室（東別館５階）

②浅井支所　③びわ支所

【受付時間】平日　８時30分～17時15分

■振り込め詐欺にご注意！

定額給付金等に関連して、振り込め詐欺
や個人情報搾取の被害が懸念されます。
給付金等の支給のために、国や市から手

数料の支払いや振
込を求めることは
ありません。
疑問に思われた

ら、市や最寄りの
警察署にお問合せ
ください。

申請はお済みですか
定額給付金・子育て応援特別手当

お問合せは、定額給付金等推進室（7X
６９０２）へ

○平成21年２月１日時点で、長浜市に住民登録および外国人
登録があったが、申請書が届いていない

○申請書を提出して１か月以上経つが、まだ支給されていない
○申請書は受け取ったが、手続きがわからない
○自分がどこの市町村から支給されるのかわからない

このような場合はお問合せください

申請はお早めに！

長浜市第４期ゴールドプランながはま21に基

づき、地域密着型サービス事業整備希望事業者

の公募を受け付けます。

【公募内容】地域密着型サービス事業施設
【応募要件】法人（新規設立含む）
【公募期間】７月６日（月）～10日（金）
【申請書類】高齢福祉介護課にお問合せください
【受付時間】８時30分～17時15分

新型インフルエンザ
相談窓口について

新型インフルエンザの症状（急な発熱に加え、

咳や喉頭痛など）がみられた場合、すぐに医療

機関を受診せず、必ず下記の発熱相談センター

に連絡し、受診について相談してください。

■長浜保健所 発熱相談センター
7XX６６６０（毎日：８時30分～21時）
■滋賀県庁健康推進課　発熱相談センター
7077-528-4983（24時間対応）
■長浜市健康推進課
7XX７７７９（平日：８時30分～17時15分）

※開設時間は変更される場合がありますお問合せは、高齢福祉介護課（7X７７８９）へ

「共同参画　新たな社会の　パスワード」
誰もがいきいきと活躍できるしくみ「共同参画」

あなたとわたし、ひとり一人の力が新たな社会を築きます
（6/23～6/29は「男女共同参画週間」です）

長浜市指定地域密着型サービス事業等

整備事業者募集
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新緑を楽しみながら、地域資産をた
ずねるウォーキングと講演会から、
先人の教えを学びませんか。
【と　き】６月28日(日) ※少雨決行

７時50分北郷里公民館集合
【コース】岡山（勝山）、茶臼山古墳、

遠藤直経の墓など
途中、紙しばい「つねよ物
語」「石田三成物語」上演

【講演会】演題「北近江の城郭と合戦」
講師 田徹氏（城郭談話会）

【参加費】無料
【共　催】姉川の合戦再見実行委員会
■■申北郷里公民館（1 . 62５４７９）

７月１日は「びわ湖の日」として、
県下一斉に清掃活動が行われます。
琵琶湖の恵みを改めて考え、きれい
な琵琶湖を保っていくために、この
清掃活動に参加しませんか。
【と　き】７月１日（水）

８時15分集合
【ところ】豊公園自由広場
【持ち物】軍手（ごみ袋は不要）
■■問環境保全課(1 . 65６５１３)

ラーメンの大好きな人、自分のラーメ
ンをＰＲしたい人、出品しませんか。
【と　き】７月18日(土)  17時～
【ところ】大手門通り曳山博物館広場
【対　象】18歳以上の個人・団体・

サークルなど、プロ・ア
マ問わず（18歳以下の人
は保護者同伴）

【出店規定】こだわりのラーメンを１作
品（１杯あたりの原価300円
以下）を考案してください

【出店料】無料
※容器、割箸、ガスコンロ、ボンベ
は各自で準備してください

※厨房機器の貸出可（有料）
【申込方法】参加申込用紙に必要事項

を記入し、ＦＡＸ・メー
ルまたは郵送にて

【締切り】６月30日(火)
■■申「第２回こだわりラーメン 味の競
演」事務局（1 . 62２５００FAX . 62

８００１)〒526-0037長浜市高田
町10-1(長浜商工会議所内)
【E-mail】n-yeg@nagahama.or.jp

【と　き】8月１日(土) 15時～
※雨天の場合 ２日(日)

【ところ】豊公園（噴水広場周辺）
【募集内容】１組300個の灯りを並べ、

自由に作品制作
【応募資格】各種団体・サークル・ファ

ミリー・カップル・個人
等、資格は問いません（中
学生以下は保護者同伴）

【応募方法】グループ名・代表者名・
連絡先・参加人数をご連
絡ください

【締切り】７月17日(金)
優れた作品には、表彰と賞品を贈呈
■■申灯りの森2009実行委員会（1. 63２４
００FAX. 62３９８０）〒526-0037長
浜市高田町10-1(長浜商工会議所内)
【E-mail】info@nagahama-jc.jp 
【U R L】http://www.nagahama-jc.jp

【と　き】７月４日（土）13時半～
【ところ】浅井歴史民俗資料館
【講　師】神保忠宏氏

（県埋蔵文化財センター）
【定　員】15組（30人）
【内　容】舞錐法による火起こし体験
【参加費】小中学生200円、大人300円
【受付開始日】６月19日（金）９時～

電話でお申込みください
■■申浅井歴史民俗資料館（1 . 74０１０１）

【と　き】７月８日・15日・22日
全３回 10時～11時30分

【ところ】ひよこ乳児保育園(小堀町)
【対　象】生後３ヵ月～１歳の赤ち

ゃんとお母さん、出産を
控えているお母さん

【定　員】４組(先着順)
【参加費】500円(テキスト・材料費込)
【締切り】７月７日(火)
■■問ひよこ乳児保育園(1 . 65１９９５)

舞は姿勢正しく、礼の心を育てます
【と　き】７月５日～８月23日全10回
【ところ】六角館、養蚕の館ほか
【対　象】小学１年生～中学３年生
【定　員】20人程度
【受講料】無料
■■申伝統文化剣舞・歌謡舞子ども教室
西邑（1 . 62２４４１）

７月１日は「びわ湖の日」
琵琶湖一斉清掃参加者募集　

商店や工場、薬
局等で取引や証
明用として使用
する「はかり」
は、２年に１回
精度を確認する
ことが法律で義
務付けられています。下記のとおり
検査を実施しますので、該当する
「はかり」を使用する人は受検してく
ださい。＊所定の手数料が必要です。

■■問滋賀県計量検定所
(1077-563-3145)

【と　き】７月３日(金)～５日(日)
【ところ】ながはま御坊表参道一帯

【内　容】
大通寺山門
の カ ラ ー
（オレンジ・
ブルー）ラ
イトアップ
（19時～20
時＊）、灯り
のモニュメ
ントの設置、
クラフト作
家10人展、
大道芸、紙

芝居、コンサートなど
＊５日は20時30分まで
開催日により、イベント内容や開催
時間が異なります。
■■問ながはま御坊表参道商店街振興組
合(理事長：小倉1 . 62０３７２)

【と　き】６月21日（日）
【ところ】北郷里幼稚園（春近町）
■■問北郷里幼稚園（1 . 62１４９８）

みんなで灯りの森を創りませんか？
灯りサポーター募集

文化庁委嘱・（財）伝統文化活性化国民協会認定
伝統文化剣舞・歌謡舞子ども教室

火起こし体験教室

ベビーマッサージ教室＆育児相談

「はかり」の定期検査

第３回 表参道灯りの祭典“希望”

北郷里地区地域づくり協議会　
新緑の史跡めぐりウォーキング

北郷里幼稚園ＰＴＡバザー

催　し 

お知らせ 

講座・教室 

こだわりラーメン 味の競演!! 出品者募集

募　集 

7/2(木)

7/3(金)

7/7(火)

7/8(水)

六荘公民館

びわ公民館

南郷里公民館

浅井農村環境

改善センター

長浜公民館

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～14:30

10:30～14:30

10:30～14:30お問合せは、長浜文化芸術会館（長浜文化ス
ポーツ振興事業団）7V７４００へ

生涯学習・文化スポーツ課

では、現在、無料のパソコン

相談窓口を毎週土曜日の午前

９時から正午まで実施してい

ますが、新たに毎週火曜日の

夜にも窓口を開設します。ぜ

ひご利用ください。

開設日時 毎週火曜日19時～21時

※施設の休館日、部屋の利用がある

場合は休みとします。

開設場所 六荘公民館（六角館）

相談担当者 NPO法人 ＩＴ育成会「あすな」

住民ＩＴ相談窓口の増設について

【入場料】全席自由席
一 般1,000円　中学生以下800円
※当日は各200円増

■プレイガイド
①長浜文化芸術会館 ②浅井文化ホール
③リュートプラザ④平和堂アルプラザ長浜店ほか

お問合せは、浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター（7a
３３５５）へ

お問合せは、長浜文化芸術会館（7V７４００）へ

映画上演会

６月27日（土）
①10時30分～ ②14時～
③18時～ ※各回30分前開場
【ところ】 長浜文化芸術会館

お問合せは、生涯学習・文化スポーツ課

（7X６５５２）へ

【対　象】60歳以上75歳未満(平成21年10月1日現在)
で地域リーダーとして活躍いただける人

【修業期間】平成21年10月から２年間
【授業料】25,000円（年間）
【受付期間】６月17日(水)～７月17日(金)

お申込みは、高齢福祉介護課（7X７７８９）へ

収入等の資力要件に当てはまる人を対象に、
民事法律扶助による弁護士の無料法律相談会を
開催します。法的トラブル等でお困りの人はど
うぞお気軽にご利用ください。
【と　き】７月３日（金）13時～16時

※お一人の相談時間30分・事前予約制
【ところ】高月町役場（高月町大字渡岸寺）

■■申法テラス滋賀（7050-3383-5454）９時～17時

第61回 長浜市美術展覧会
出展作品募集！

【募集作品】日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真
【出品資格】湖北２市６町に在住、もしくは通勤・

通学の人、または同地域出身の学生

（高校生以上）が制作した未発表の作品

【出品料】１点につき500円
【受付・搬入】８月22日(土)・23日(日)に長浜文化芸

術会館へ申込書と出品料を添えて搬入

してください。

作品の展示期間
○ 第１期（洋画・書・彫刻）

９月 ５日（土）～ 10日（木）
○ 第２期（日本画・写真・工芸）

９月15日（火）～ 20日（日）

６月20日（土）～ ９月６日（日）
利用時間
昼間の部　 9時～15時50分
夜間の部　18時～20時50分
※50分ごとに10分間の休憩
を設けます

利用料金
高校生以上　300円／各部につき
中学生以下　100円／各部につき
付き添い、３歳未満は無料

※ご利用の際には必ずスイミングキャップの着
用をお願いします。

※小学生以下のお子様のご利用には保護者また
は責任者の付き添いが必要です。

巡回法律相談会 法テラス滋賀 in 高月

滋賀県レイカディア大学学生募集滋賀県レイカディア大学学生募集
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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

６月25日(木)

７月27日(月)

７月17日(金)

７月03日(金)
保健師

保健師、栄養士

保健師、助産師、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21年２月

平成21年３月

平成20年８月

平成20年９月

平成21年３月生まれの浅井地区の健診は、８月に予定しています。

平成20年９月生まれのびわ地区の健診は、９月に予定しています。

■浅24日(水) ■長29(月)

■■長22日(月) 

■び24日(金)

■び24日(金) ■長29日(水)

■浅22日(水) ■び24日(金)

■長16日(木) ■浅22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

７　　月６　　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、住居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日前までに住居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11月01～15日

平成19年11月16～30日

平成18年11月01～15日

平成18年11月16～30日

平成17年11月01～15日

平成17年11月16～30日

10日(金)

13日(月)

8日(水)

9日(木)

1日(水)

2日(木)

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
７　　月

持　ち　も　の

●１歳８か月児健診・２歳８か月児健診・３歳８か月児健診は、全て長浜市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。

ちびっこひろば
びわ保健センターを開放した遊
びのひろばです。（申込み不要）
対　象：０歳～就学までのお子

さんと保護者
と　き：６月26日(金)・７月８日(水)

９：３０～１１：３０

予防接種名 対象・接種方法 と　き

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。

６月30日(火)
７月31日(金)

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）

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か月から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、すでに通知し
ました。届いていない場合は、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〔 〕

と　き：６月28日(日) 13:30～
ところ：長浜文化芸術会館ホール
参加費：無　料

内　容：講　演
「未来の健康づくり」 松原謙一 大阪大学名誉教授　　
「健康づくりは呼吸から」 三嶋理晃 京都大学医学研究科教授

その他：健康づくりＱ＆Ａ、市民コーラス、よさこいソーラン
※駐車場は豊公園自由広場をご利用ください

健康づくりのつどい

０次健診を始めます
０次健診は、市民の健康づくりと医学研究

への貢献を目的に実施します。健診を受けて
いただくとともに、医学研究のため、血液や
尿などの様々な情報を提供していただきま
す。健診の趣旨をご理解いただき、多くの人
のご参加をお願いします。

《０次健診日程》

【対 象 者】30～74歳のおおむね健康な長浜市民
※右表の対象者の見方　①…国民健康保険特定健診対象者

②…30～39歳の人
③…40～74歳で国民健康保険以外の人

【対 象 外】平成19年度および20年度に０次健診を受けた人
【内　　容】長浜市国民健康保険特定健診の検査項目に、京都大学による検

査項目（動脈年齢や呼吸の状態がわかる検査等）が加わった内
容となっています。健診は約２時間かかります。
胸部レントゲン撮影もありますので、０次健診を受けていただ
く65歳以上の人は、市の結核健康診断を控えてください。

【健診会場】市立長浜病院　療養型病棟２階
【健診日程】右表からご予約ください

年齢や健保組合の種類によって健診日が異なりますのでご注意
ください。
※10月以降の健診日程は、後日お知らせします。
※市役所浅井支所での健診も予定しています。

【受診方法】完全予約制です
事前に健康推進課まで、なるべく早めに予約してください。
また、健診についての事前説明会を行いますので、希望される
人は、健診予約時にお申し込みください。

【健診費用】無　料
【事前説明会日程】※０次健診についての説明会

０次健診に関する質問や疑問にお答えします。

市民交流センター会場
６月２５日(木) １０：００～　　８月　４日(火) １３：３０～
７月１４日(火) １３：３０～　　　　２４日(月) １０：００～
２３日(木) １０：００～

【注意事項】特定健診受診券をお持ちの人で、市の集団健診会場で受けられると案内されている人は、ご加入の健康保
険組合の特定健診も実施しますので、必ず特定健診受診券と保険証をお持ちください。
（国民健康保険特定健診対象者には、６月中に受診券が届きます。）

6日(月)
25日(土)
26日(日)
28日(火)
29日(水)
30日(木)
31日(金)
6日(木)
7日(金)
8日(土)
9日(日)
10日(月)
26日(水)
27日(木)
28日(金)
29日(土)
30日(日)
31日(月)
1日(火)
2日(水)
3日(木)
4日(金)
5日(土)
6日(日)
8日(火)
9日(水)
10日(木)

①・②
①・②
①・②
①・②
③
③
③
①・②
①・②
①・②
③
③
①・②
③
③
③
③
①・②
①・②
①・②
③
③
③
③
①・②
①・②
①・②

対　　象健　　診　　日

７月

８月

９月

健診受付時間（全日程共通）

●　９：１５　　●　９：４５
●１０：１５　　●１０：４５
●１３：００　　●１３：３０
●１４：００　　●１４：３０
●１５：００　　



広報きゃんせ長浜　2009年６月15日 6再生紙を使用しています。

１泊２日の小島旅
文･写真／カベルナリア吉田
阪急コミュニケーションズ

湖は身近だけれど、海とは少し縁遠
い滋賀県民。たまには潮風を浴びて
１泊２日を過ごしてみては？周囲10
キロ以下の小さな島で過ごす、のど
かな旅をご提案。（日本で唯一湖に
浮かぶ有人島、沖島も掲載！）

拝啓　十五の君へ
－アンジェラ・アキと中学生たち－

編／ＮＨＫ全国学校音楽コンクール制作班
ポプラ社

ＮＨＫ全国学校音楽コンクールの課
題曲「手紙」。15歳の自分と大人に
なった自分の気持ちを込めたこの曲
は、今を生きるすべての人達へのメ
ッセージ。曲を作ったアンジェラ・
アキさんと中学生達の交流の物語。

し　ご　と　ば
作／鈴木のりたけ
ブロンズ新社

おうちの人がお仕事するすがた、み

たことあるかな？この本にはいくつ

かのお仕事の様子がえがかれていま

す。みんなの知らない世界をのぞい

てみよう！

◆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。■※は拡張工事のため臨時休館します。 開館時間：10時～19時

15

長　浜
浅　井
び　わ

６　　　　　　月 ７　　　　　　月

月 火 水 木 金 土
※ ※

木 金 土日 日 金 金土 土日 日月 月 火 水 木 金火 水 木月 月火 火 水 木水
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

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

楽しいイベントがもりだくさん！
詳しい内容・申込方法などは
７月１日号で紹介します。

※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)

「劇団四季｣の“昭和の歴史三部作”を上映しています。
夜の図書館で、いつもとは違うひと時をお過ごしください。

「李
り

香蘭
こう ら ん

」6月2６日(金) 19時15分～
戦時中、満州国で活躍した映画女優「李香蘭」の波乱
に満ちた半生

「南十字星」7月10日(金) 19時15分～
戦争が始まるまでは普通の学生だった青年が、なぜ
「戦犯」として裁かれ、処刑台に立たされるのか･･･

映画の夕べ　もうご覧になられましたか？

【ところ】びわ図書館　開架スペース
【所要時間】各作品 ３時間程度
※申込、入場料などは不要です
どなたでも入場していただけます


