
市民の皆さんのサークル・団体が行う催しを掲載します。
掲載希望の人は、掲載希望号の１か月前までに市民広報室（☎６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 図書館だより

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

新しく入った本のなかから・・・

土井　朋子/著
ほるぷ出版

　市販のグラスに絵を焼き付ける初級の
技からガラスを溶かして作るオリジナル
立体作品まで、家庭でも楽しめるいくつ
かの技法を紹介しています。材料・機材
販売店リスト付き。初めて電気炉を購入・
設置する人のための説明も丁寧です。

梨木　香歩/著
新潮社

　地名　―それは、単なる記号以上に意
味をなし、その土地に息づくくらしや歴
史が、そして記憶が語るもの。著者が、
旅した土地の名前に思いをはせながら地
名をひもとく。旅に持ち歩く薬草袋が旅
人に安心を与えるように、読む人に安ら
ぎと時空を超える力をくれるエッセイ。
長浜市内のある峠も綴られています。

『鳥と雲と薬草袋』 『ガラスの絵つけを楽しもう』 『ノウサギとハリネズミ』

しょうがい
のある人へ

郵送貸出・対面朗読の
申込みを受付けています

ブックスタートボランティアを募集します

【郵送貸出の対象者】
　(1) 視覚しょうがいのある人
　(2) 身体障害者手帳１級または２級をお持ちの人
　(3) 療育手帳Ａ１またはＡ２をお持ちの人
　(4)  精神障害者保健福祉手帳１級または２級をお

持ちの人　
　(5)  介護保険法による要介護５の認定を受けてい

る人
　※郵送にかかる費用の個人負担は不要です。

【対面朗読の対象者】視覚しょうがいのある人
【申込み】�電話または図書館で直接申込みください。 

（６館すべてで受付けています） 
▶詳しくは図書館まで問合せください。

　ブックスタートとは「絵本」と「赤ちゃんと一緒に絵本を
楽しむ体験」をプレゼントする活動です。
　語りかける「愛情」で赤ちゃんの幸せを広げ、一緒に
笑顔になれるこの活動を支えるボランティア養成講座を
開催します。（全４回）

【と　き】①6月4日（火）、11日（火）、18日（火）、24日（月）
　　　　 すべて13時30分～２時間程度

【ところ】高月図書館（高月町渡岸寺）
【対　象】 ４回の講座すべてに参加し、受講後、ブックスター

トボランティアとして活動していただける人
【内　容】 保健師による乳幼児の発達の話や図書館職員によ

る絵本の読み聞かせなどの講義、実際のブックス
タートの見学など

▶詳しくは図書館まで問合せください。

長浜図書館 ☎63 - 2122
浅井図書館 ☎74 - 3311
びわ図書館 ☎72 - 4305
虎姫図書館 ☎73 - 2335
湖北図書館 ☎78 - 1687
高月図書館 ☎85 - 4600

休館日・開館時間（●：休館日） ※毎月最終水曜日は資料整理のため全館休館です

館名 月 火 水 木 金 土 日 祝 開館時間
長浜 ● 10時～19時（土日祝 ９時～18時）
浅井 ● ● 10時～18時
びわ ● 10時～18時（金曜日 10時～20時）
虎姫 ● ● ●

10時～18時湖北 ● ● ●

高月 ●

Ｗ・デ・ラ・メア/再話
はた　こうしろう/絵

福音館書店
　いじわるなノウサギとかけっこ競争を
することになったハリネズミ。体の小さ
なハリネズミがノウサギより速く走れる
でしょうか？ ハリネズミにはよい考えが
ありましたよ。
　息を切らせてあっちへこっちへ走るノ
ウサギの走りっぷりがゆかいなおはなし
です。

本
BOOK

 長浜市立図書館 検索
◆図書館のホームページへは…

♦ミラクルウインドアンサンブル
　第７回演奏会
湖北地域を中心に活動するメンバーが
集まって開催する吹奏楽の演奏会です。
【と　き】�６月２日（日）13時30分～
 （13時開場）
【ところ】�ルッチプラザ（米原市長岡）
【曲　目】キャンディード序曲
 （L.バーンスタイン）
 はとポッポの世界旅行
 AKBメドレー　ほか
※入場無料（全席自由）
問ミラクルウインドアンサンブル実行
委員会　実行委員長　伊藤
　（☎０９０－８６５４－９８１８
　 Eメール bean_3059@yahoo.co.jp）

♦第36回さつき花季展
「明るく美しい花」さつき盆栽を楽し
みましょう。
【と　き】 ５月24日（金）～26日（日）
 ９時～17時（初日は13時～、

最終日は15時まで）
【ところ】 市民交流センター（地福寺町）
【展示物】 さつき盆栽、山野草、松柏

盆栽ほか
※会員以外の出展も募集中。実技を交
えた盆栽教室を行います。（25日・26
日午後）
問市民交流センター（☎６５－３３６６）

♦リンコ・マンスリーマルシェ
リサイクル・リユース品（衣類や雑貨
など）、手作り品、お菓子などを販売
するお店が約20店並びます。出店者も
随時募集中。
【と　き】�５月26日（日）
 10時～15時　※雨天中止
【ところ】勤労者福祉会館臨湖（港町）
問勤労者福祉会館臨湖
　（☎６５－２１２０）

講座・教室

♦アトピー性皮膚炎講演会in滋賀
薬を使わないアトピー治療法（脱ステ
ロイド・脱保湿療法）や食事などに関
する講演会です。
【と　き】�５月19日（日）13時30分～

18時（13時15分開場）
【ところ】�草津市民交流プラザ〈フェ

リエ南草津５階〉
 （JR南草津駅東口すぐ）
【定　員】� 132人（先着順）

※参加費無料・申込不要。直接会場に
お越しください。
問佐藤小児科（☎０７２－２８１－０２１５）

♦免疫健康住宅
住 宅 が 健 康 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
DVD鑑賞を通じて学びましょう。
【と　き】�６月９日（日）９時～11時
【ところ】�長浜サンパレス（八幡中山町）
※参加費無料・申込不要。直接会場に
お越しください。
問三澤建築工匠（☎６４－０３７３）

♦ゆかた体験教室
子どもから大人までゆかたの着付け・
帯結びを学びませんか。
【と　き】�６月９日（日）
 10時～11時30分
【ところ】�湯田公民館（内保町）
【定　員】� 20人（先着順）
【持ち物】�ゆかた・半巾帯・衿芯・肌着・

スソヨケ・伊達〆・前板・腰紐
３本・フェイスタオル２～３枚

【申込み】�電話で下記まで
問 申湯田公民館（☎７４－１４３８）

♦水道モニター「大人の社会見学」
毎日使うけれど、よく知らない上水道
の秘密を探ってみませんか？
【と　き】�６月～ H26. ３月（全10回）
 毎月第２水曜日
 （１月のみ第３水曜日）
 10時～11時30分
【ところ】�長浜水道企業団（下坂浜町）
【対　象】�市内在住で上水道を使用して

いる18歳以上の人（国または
地方公共団体の職員は除く）

【定　員】� 15人（応募多数の場合は選考）
【参加費】�無料
【申込み】�５月31日（金）までに住所・

氏名・年齢・性別・職業・

電話番号を郵送・FAXまた
はWebで下記まで

問 申長浜水道企業団
（〒526－0047下坂浜町248-22
☎６２－４１０１　 ６３－６８１９
申込フォーム http://www.eonet.ne.jp/~ 
nagasui/mail.html）

♦�シニア対象オフィスクリーニング
技能講習会

【と　き】�６月19日（水）～28日（金）
 土日除く８日間
 10時～16時
【ところ】�滋賀ビル（大津市梅林）
【定　員】� 20人
【申込締切】�６月10日（月）必着
【面接日程】�６月12日（水）10時～
 シルバー連合会事務所（大

津市逢坂）にて
【受講料】�無料
【対　象】� 55歳以上の県内在住者で、

講習に係る就業を希望する
人（ハローワークで求職登
録が必要です）

※詳しくは問合せください。
問滋賀県シルバー人材センター連合会
　（☎０７７－５２５－４１２８）

♦甲種防火管理（新規）講習会
【と　き】�６月20日（木）・21日（金）
【ところ】�市民交流センター（地福寺町）
【受講料】� 5,000円
【定　員】� 100人（先着順）
【申込み】�６月３日（月）から受付開始。
　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ま
で。申込書は各受付場所にあります。
また湖北地域消防本部ホームページか
らダウンロードすることもできます。
問湖北地域消防本部予防課
　（☎６２－５１９４）

不用品交換情報（４月30日現在）
♦ください（無料）
○子ども用自転車○電動自転車○石油
ファンヒーター○石臼と杵○ロフト
ベッド○チャイルドシート○オルガン
○整理ダンス○ウィンドウクーラー○
クーラー○テレビボード○電気あんか
○小型テーブル○藁切り機○手押し式
耕運機○ビニールハウス組立用の芯○
ピアノ○３Ｂ体操セット○全自動洗濯
機○婦人用自転車○魚焼きグリル○初
心者・高齢者向け携帯電話○大人用自
転車○介護用ベッド○木製の臼と杵○
水上げポンプ○ビデオデッキ○幼児用
自転車○二段ベッド
♦ゆずってください（有料）
○子ども用自転車○葉刈り用三脚○電

動自転車○手押し式耕運機○ビニール
ハウス組立用の芯○水上げポンプ○ピ
アノ
♦あげます（無料）
○水屋○火鉢○ルーパーラティス○
オーディオラック○学習机○電気あん
か○洗面台○食器棚○電気ストーブ○
ベビーカー○学習机
♦ゆずります（有料）
○電気炊飯器（３合）○ポリタンク（60
Ｌ）○電気ポット○大人用三輪車○大
人用自転車○ウィンドウクーラー○バ
レーボールシューズ（赤、21㎝）○ベ
ビーダンス○カラー BOX○ギター○冷
蔵庫○エレクトーン○大正琴
※現物は保管していません。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

催し・行事
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