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ージ他）など約30ブース
が出店。親子体験（リト
ミック・手作り体験）も
同時開催。

■問■申映画「うまれる」長浜上映実行
委員会（1６２－５３１３　ＨＰ
http://umarerudaidai.jimdo.co
m/「うまれる ながはま」検索）

“歌声を聞いて笑顔になれる”をコン
セプトに、今注目のオーガニックシ
ンガーYammy

ヤ ミ ー

さんと、SHOGUN芳
野藤丸さんの共演によるアコーステ
ィックライブを開催します。
【と　き】３月３日(日)

19時～（18時30分開場）
【ところ】黒壁14號館カフェレスト

ラン洋屋（元浜町）
【料　金】2,000円（当日は500円増）

全席自由
■問長浜商店街連盟 Team Nagaham
a Jazz Walk!事務局〈長浜商工会
議所内〉（1６２－２５００）

中世の名残をとどめる西浅井町菅浦。
現在、国の重要文化的景観の選定に
向け調査中です。このたび、調査成
果報告とシンポジウムを行います。
【と　き】３月９日(土)15時～17時
【ところ】菅浦自治会館（西浅井町菅浦）
【内　容】
◎調査報告　
・吉村亨氏（京都学園大学教授）
「中世菅浦の文化的景観－菅浦の
『中世』を歩く」
・東幸代氏（滋賀県立大学准教授）
「近世からみる菅浦の文化的景観」
◎シンポジウム「菅浦の文化的景観
と地域づくり」

※申込不要・参加費無料
■問文化財保護センター
（1６４－０３９５）

釣った外来魚を琵琶湖に戻さないと
いう「琵琶湖ルール」を広めるため
の大会。協力いただいた人に参加賞
をお渡しします（先着200人）。釣り
竿（仕掛け付）無料貸し出しあり。
大会で釣り上げた魚は回収し、野菜
の肥料にします。
【と　き】３月９日(土)10時～13時

近年国際的にも注目を集めている
「滋賀のアール・ブリュット」をテー
マに滋賀県立近代美術館の出張展示
を開催します。
【期　間】２月26日(火)～３月10日(日)

９時30分～17時
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
※会期中無休、入館無料
○トークイベント開催
【と　き】３月３日(日)

13時30分～15時
【講　師】廣部猛司氏（湖北のアー

ル・ブリュット展アート
ディレクター）ほか

【定　員】20人(当日先着順、参加無料)
■問滋賀県立近代美術館
（1０７７－５４３－２１１１）

①ファミリー広場
【と　き】３月２日(土)

10時～11時30分
【対　象】市内在住の２歳～小学生と

保護者
【定　員】40人（先着順）
【内　容】演奏会、ゲーム、制作など
②赤ちゃん広場
【と　き】３月５日(火)

10時～11時30分
【対　象】H24.7～10月生まれの赤

ちゃんと保護者（市内在
住・在勤で初めて父・母
となった人に限ります。）

【定　員】30人（先着順）
③楽しい絵本音楽会
【と　き】３月９日(土)

10時～11時15分
【対　象】市内在住の３歳～小学生

（幼児は保護者同伴）
【定　員】30人（先着順）
【講　師】池田厚子氏（mupic代表）
【内　容】演奏会、音楽による読み聞

かせ、楽器作りなど
①～③共通
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【参加費】子ども１人100円(当日集金)
【申込み】２月15日(金)～電話または

直接下記まで
■問■申サンサンランド（1６２－３７
１２、６５－６４３３）

「映画『うまれる』長浜上映会（３
/17開催）に賛同する湖北在住の母
親を中心に、映画と子育て応援のた
めのフリーマーケット。
【と　き】３月３日(日)10時～16時
【ところ】浅井文化ホール（内保町）
【内　容】身体にやさしい食べ物・手

作り雑貨・癒し（マッサ

※受付は12時まで。荒天中止
【ところ】彦根旧港湾（彦根市松原町）

※受付は彦根総合運動場
駐車場で行います。

【参加費】１人100円（えさ代）
※事前申込不要
■問滋賀県琵琶湖レジャー対策室
（1０７７－５２８－３４８５）

歌の好きな４歳児～中学生が、毎週
練習しています。興味のある人はい
つでも見学に来てください。
【練習日時】毎週土曜日

13時30分～15時30分
【練習場所】長浜公民館（高田町）
■問「輝らりキッズ」事務局
〈長浜文化芸術会館内〉（1６３－７４００）
〈運営委員会 福永〉（1６２－７４５８）

みんなで人形劇などを楽しみましょう！
【と　き】３月14日(木)10時～12時
【ところ】あいあいらんど子育て支援

センター（高月町柳野中）
【対　象】未就園児と家族
【定　員】60組（先着順）
【持ち物】お弁当、お茶、おしぼり
【申込み】２月25日(月)から電話また

は直接下記まで（４月に入
園を控えているお子さんは、
その旨お伝えください。）

※参加費無料
■問■申あいあいらんど子育て支援セン
ター（1８５－５５７７）

水際の現場で自殺企図者を保護する
活動を続けてこられた講師の実体験
を聞き“助け合い支え合うことが当
たり前”の地域社会の実現に向け、
私たちにできることは何かを考える
場として、講演会とトークディスカ
ッションを開催します。
【と　き】３月16日(土)13時30分～

15時45分（13時受付開始）
【ところ】草津市立市民交流プラザ

〈フェリエ南草津５階〉
（JR南草津駅東口すぐ）

【申込み】氏名と電話番号を明記し、
FAXまたはEメールで下記
まで

■問■申滋賀県社会福祉協議会地域福祉担
当（1０７７－５６７－３９２４
FAX０７７－５６７－５１６０
Eメール vc1@shigashakyo.jp）

命を見つめる４組の夫婦の物語を通
して、自分たちが生まれてきた意味
や家族の絆、命の大切さ、人との繋
がりを考えるドキュメンタリー映画
です。長浜初上映です。

ハートトレインマーケット

サンサンランドの催し

おでかけミュージアム・キャラバン
「滋賀のアール・ブリュット」展

シンポジウム「菅浦の文化的景観」

合唱団「輝らりキッズ」で一緒に歌おう！

あいあいお楽しみ会

しが地域支え合いフォーラム
～死なせたらアカン！命の灯
台・東尋坊からのメッセージ～

早春の外来魚駆除釣り大会

ひなまつり・スマイル
プロジェクト＠ながはま

丁、刺身包丁、まな板、
持ち帰り用タッパ―、ふ
きん（数枚）、筆記用具

【申込み】２月23日(土)17時までに
電話またはEメールで下記
まで

■問■申長浜地方卸売市場㈱（1６３－
４０００　Eメールnagas i j o
＠mx.bw.dream.jp）

【と　き】３月21日(木)・22日(金)
【ところ】市民交流センター(地福寺町）
【定　員】100人（先着順）
【受講料】5,000円
【申込み】２月25日(月)～３月15日

(金)の平日８時30分～17
時15分に受講料を添えて
最寄りの消防署または分
署に直接。

■問湖北地域消防本部予防課
（1６２－５１９４）

滋賀県が定めた介護職員養成研修２
級課程のカリキュラムに基づき、講
義・演習・実習を実施します。
【研修期間】３月29日～10月19日のう

ち27日間（合計130時間）
【研修会場】特別養護老人ホーム湖北朝

日の里(湖北町延勝寺)ほか
【受講料】49,350円（消費税・テキ

スト代含む）
【申込み】３月19日(火)までに受講申

込書に記入し、下記まで持
参または郵送してください。
申込書は窓口にあります。
また、HPからダウンロー
ドすることもできます。

■問■申湖北真幸会特別養護老人ホーム湖
北水鳥の里（1７９－８１００　湖北
町延勝寺１８４４介護員養成研修係）

県では、琵琶湖の栄養を吸収して育
った水草を、農地で有効利用する
「水草たい肥」の普及をめざしていま
す。水草たい肥を希望者に無料で配
布し、作物の植え付けに利用してい
ただくことで、その効果を把握した
いと考えています。
【と　き】３月９日(土)10時～15時
【ところ】奥びわスポーツの森　北側

（早崎町）
※受け取った人には、このたい肥を
用いて作物を植え付け、簡単なア
ンケートへの協力をお願いします。

※水草たい肥には、琵琶湖の貝殻や
ゴミ、石礫の他、雑草の種が入り
込んでいることがあります。

【と　き】３月17日（日）
①10時～（乳幼児同伴可）
②13時30分～
（乳幼児同伴不可、託児あり）

【ところ】浅井文化ホール（内保町）
【定　員】各300人（先着順）
【料　金】一般 950円（前売800円）

高校生以下 500円（前売同額）
小学生以下 無料

【申込み】電話またはWebで下記まで
■問■申映画「うまれる」長浜上映実行
委員会（1６２－５３１３　ＨＰ
http://umarerudaidai.jimdo.com/
「うまれる ながはま」検索）

【と　き】２月24日(日)13時30分～
（13時受付開始）

【ところ】虎姫公民館（田町）
【講　師】中川長司氏（元長浜農業高

等学校教諭）
※申込不要・聴講無料
■問（財）昭和興農会 馬場
（1０９０－３７２９－９８８９）

イタリアンとスイーツを学ぶ２回講座。
【と　き】
◎イタリアン３月１日（金）19時～
◎スイーツ　３月15日（金）19時～
【ところ】長浜公民館（高田町）
【定　員】24人（先着順）※２講座

とも参加できる人
【講　師】松崎保氏（フレーズブラン

シュ・香凛舎シェフ）
【参加費】3,200円（全２回）
【申込み】２月15日(金)から電話で下

記まで
■問■申長浜公民館（1６２－１８０８）
※月曜日、第１・３日曜日休館

【と　き】３月２日(土)14時～16時
【ところ】神照公民館（神照町）
【講　師】川瀬多喜雄氏（多喜寿し店主）
【定　員】10人（応募多数の場合抽選）
【負担金】1,000円（材料費・保険料

含む、当日徴収）
【持ち物】エプロン、三角巾、出刃包

■問（公財）淡海環境保全財団
（1０７７－５２４－７１６８）

交通事故で保護者を亡くした県内在
住のお子さん（０歳～高校卒業）に
対して奨学金、新入学給付金等の支
給や夏レクなどの厚生援護事業を行
っています。
■問（公財）おりづる会事務局
（1０７７－５２８－３６８２）

「長浜市環境にやさしい日」のイベン
ト内で行うフリーマーケットの出店
者を募集します。
【と　き】３月24日(日)10時～15時
【ところ】六荘公民館（勝町）
【対　象】市内在住・在勤で、営利・

営業を目的としない個人
またはグループ

【出店料】500円／区画　※１人１区
画（1.8ｍ×1.8ｍ）

【募集区画数】18区画
※飲食物・公序風俗に反する物は不可
【申込み】住所・氏名・電話番号・出店

内容を明記して、FAXまたは
Eメールで下記まで（先着順）

■問■申ながはまアメニティ会議事務局
〈環境保全課内〉（1６５－６５１
３　FAX６５－６５７１　Eメー
ルkankyou@city.nagahama.lg.jp）

魚のさばき方教室

甲種防火管理（新規）講習会

（公財）おりづる会のご案内
催し・行事 

募　集 

お知らせ 

不用品交換情報（２月１日現在）
ください（無料）
○ワープロ○碁盤○足踏みミシン
○ダイニングテーブル（４人用）
○杵と臼○DVDプレイヤー○三
味線○防音機材○ウィンドクーラ
ー○電気ストーブ○自転車（婦人
用・大人用）○電動ミシン（卓上
用）○3B体操セット○古いトラ
ンク○IH炊飯器○冷蔵庫○車椅子
○キーボード（楽器）○ビデオデ
ッキ○キャスター付ベビーラック
○小学生用カバン○絵の具セット
○アルトリコーダー○オルガン○
ベッド○電気あんか○小型テーブ
ル○電気ストーブ○アップライト
ピアノ○ベビーカー○藁切り機
ゆずってください（有料）
○防音機材○ワープロ○IH炊飯器
○大正琴○アップライトピアノ
あげます（無料）
○子ども用学習机○乳幼児用布団
一式○耐火用金庫○オルガン○整
理タンス○ベビーベッド○卓球台
ゆずります（有料）
○バレーボールシューズ（赤21cm）
○アップライトピアノ○電気ポット
○乳幼児用布団一式○２人がけソフ
ァー○自転車（男子用）○デジタル
ベビースケール○サウンドメリー○
おもちゃの立体サーキット場○クー
ラー○座布団の収納棚○７段飾りの
お雛様○教室用机○低反発枕
■問環境保全課(765－6513)
※現物は保管していません

農業セミナー
「果樹の剪定方法と栽培管理」

プロに学ぶ料理教室！
リラっく素クラブ【特別版】

講座・教室 

琵琶湖の力で育てよう！
水草たい肥　無料配布

介護員養成研修（ホームヘルパー２級）
受講者募集

フリーマーケット出店者募集

映画「うまれる」長浜上映会


