
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

♦子どものためのミニコンサート
生の演奏を聴いて豊かな心を育みま
しょう。
【と　き】	６月29日（土）10時～約45

分間（９時45分開場）
【ところ】	六荘公民館（勝町）
【内　容】	子どものためのクラシック
	 アニメソング
	 音楽による絵本読み聞かせ
【対　象】	１歳～小学校低学年の子ど

もと保護者
※入場無料、申込不要。
問ひよこ乳児保育園（☎６３－８８９２）

◆とんてんかんin鍛冶屋!!
鍛冶で栄えたまち「鍛冶屋町」で、文化
財の鍛冶小屋での鍛冶体験、鉄工芸・絵
画・写真などの作品展、田舎料理バイキ
ングなど楽しいイベント盛りだくさん。
【と　き】	６月22日（土）10時～17時
	 ６月23日（日）10時～15時
【ところ】	坐外堂、まんよ鍛冶小屋（鍛

冶屋町）
※ペーパーナイフ作り鍛冶体験は有料
（1,500円）
要事前予約（☎０９０－１９８３－４７２２
山田）22日①10時30分②13時③15
時30分、23日①10時30分②13時

問とんてんかん鍛冶屋実行委員会
　（☎７４－３０８１）

◆あじさい祭り
あじさいの苗木の販売や、各種模擬店、
巻きずしづくり、木工、デコマグネッ
トづくりなどが楽しめるイベントです。
【と　き】	６月28日（金）～30日（日）

すべて10時～15時
【ところ】	はごろも市（余呉町下余呉）
問はごろも市（☎８６－３３１２）

◆長浜文化芸術協会余呉支部
　初夏の映画会
　「ただいま  それぞれの居場所」
全国の介護現場の実体を描いた映画の
鑑賞を通し、誰もが直面しうる介護の
問題について考えましょう。
【と　き】	６月30日（日）10時～
【ところ】	余呉文化ホール
	 （余呉町中之郷）
【入場料】	 300円
問余呉文化ホール（☎８６－８１０７）

♦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25店並びます。出店者も
随時募集中。
【と　き】	６月30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）

◆七夕のつどい
短冊飾り、「ピュアブラス」によるミ
ニ演奏会などを楽しみましょう。
【と　き】	７月３日（水）10時～11時
	 （９時30分受付開始）
※休館日ですが、この時間のみ開館し
ます。
【ところ】	サンサンランド（地福寺町）
【対　象】	１歳以上の未就園児と保護

者（市内在住・在勤）
【定　員】	 80組（先着順）
【参加費】	子ども１人100円（当日集金）
【申込み】	６月17日（月）から電話また

は直接下記まで
問 申サンサンランド（☎６２―３７１２）

◆ごぼさん　夏中寄席
「ごぼさん参り」で落語を楽しみませ
んか。
【と　き】	７月５日（金）
	 18時30分～（18時開場）
【ところ】	大通寺本堂（元浜町）
【入場料】	前売　1,300円
	 当日　1,500円
まちづくり役場でチケット販売中
問まちづくり役場（元浜町）
　（☎６５－３３３９）

講座・教室

◇小規模事業者・中小企業者向け
「すぐに実践！節電・省エネ対策セミ
ナー」
工場・店舗での具体的方策と実例を紹
介します。
【と　き】６月21日（金）
13時30分～15時30分
【ところ】勤労者福祉会館臨湖（港町）
【参加費】無料
【申込み】	６月20日（木）までに①企業・

団体名②所在地③電話番号
④参加人数をFAXまたはE
メールで下記まで

問 申滋賀県地域エネルギー振興室
　（☎０７７－５２８－３７２１
　	FAX０７７－５２８－４８７０
　 Eメール fa0001@pref.shiga.lg.jp）

♦消費者トラブル講演会
ポータブルゲーム機やスマートフォン
に潜む危険～仕組みを知って被害を防
ごう～
【と　き】	７月６日（土）
	 講演　13時30分～15時
	 質問　15時～15時30分
【ところ】	市民交流センター（地福寺町）
【講　師】	篠原　嘉一氏（NIT情報技術

推進ネットワーク代表）
※入場無料・申込不要
問消費生活相談室（☎６５－６５６７）

◆子育て支援講演会
【と　き】	７月６日（土）10時～12時
【ところ】	長浜赤十字病院（宮前町）
【内　容】	助けたい！子どもの命！
	 一次救命処置（AEDの取扱い）
【対　象】	乳幼児を育児中の両親・家族
【定　員】	 50人（先着順）
【申込み】	６月28日（金）までに電話で

下記まで※託児あり（要申
込）

※参加費無料
問長浜赤十字病院社会課
　（☎６３－２１１１）

◆シニア対象講習会
【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）

【受講料】	無料
○フォークリフト技能講習
【と　き】	７月19日（金）～26日（金）
	 土日除く６日間
	 ８時～17時
【ところ】	クレフィール湖東
	 （東近江市平柳町）
【定　員】	 20人　※要普通自動車免許
【申込締切】	７月１日（月）必着

【面接日程】	７月３日（水）10時～
	 クレフィール湖東にて
○介護員初任者研修
【と　き】	７月１日（月）～11月11日

（月）のうち35日間
	 ９時30分～16時30分
	 ※日程は問合せください
【ところ】	龍谷大学（大津市瀬田大江

町）
【定　員】	 40人
【申込締切】	６月20日（木）必着
【面接日程】	６月24日（月）10時～
	 龍谷大学にて
※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）

◆読み聞かせボランティア養成セ
ミナー
セミナー終了後は「ジーバーぽこぽこ」
というシニアボランティアグループで
活動していただきます。小学校等での
絵本の読み聞かせを通して「頭と心と
体の健康づくり」を始めませんか。
【期　間】	７月25日～９月19日の毎週

木曜日　※８月15日・22日
除く全７回

【時　間】	全日程９時30分～11時30分
【ところ】	市役所浅井支所（内保町）
【対　象】	市内在住で60歳以上、自身

の健康づくりのために読み
聞かせボランティアを行う
意欲のある人

【定　員】	 15人
【申込み】	７月12日（金）までに電話ま

たはFAXでジーバーぽこぽ
こ会長	川上由明（☎/FAX
６３－５２５６）

問健康推進課（☎６５－７７７９）

募　集

♦長浜新川クリーンアップ作戦
　ボランティア募集
【と　き】	７月７日（日）※小雨決行
	 ８時～２時間程度
【集合場所】	六荘公民館（勝町）
【内　容】	ゴミ拾い、草刈り
【持ち物】	草刈り機（お持ちの人）、カ

マ、熊手等
【申込み】	７月３日（水）までに電話で

下記まで（ボランティア保
険加入のため）

※ゴミ拾いは当日も受付けます
問 申滋賀県長浜土木事務所河川砂防課
　（☎６５－６６３９）

◆ココクール　マザーレイク・
　セレクション2013 候補募集中
滋賀ならではの資源や素材を活かし、
心の豊かさや上質な暮らしぶりといっ

た「滋賀独自の価値観」を伝える商品・
サービスを県内外に発信する「ココ
クール　マザーレイク・セレクショ
ン」。今年度の候補を自薦・他薦によ
り募集します。
【募集期間】７月16日（火）
【応募方法】
①「ココクール　マザーレイク・セレ
クション」専用サイトから
http://www.shigaplaza.or.jp/
selection/
②募集チラシ裏面の推薦様式を郵送ま
たはFAX
※詳細は上記サイトをご覧ください。
問滋賀県商工政策課
　（☎０７７－５２８－３７１５）

不用品交換情報（６月１日現在）
♦ください（無料）
○ベビーベッド○子ども用ダイニン
グ○防音機材○ウィンドクーラー○
ワープロ○室内用ジャングルジム○
飼育用水槽○ビデオデッキ○オルガ
ン○携帯用充電器○工業用大型ミシ
ン○マッサージチェアー○自転車（婦
人用・子ども用）○バイク用ヘルメッ
ト○子ども用布団○一輪車○耐火用
金庫○６畳用の上敷き○卓上ミシン
○車椅子○ベッド○熊の置物○電動
アシスト付自転車○プロパン用ガス
レンジ○冷蔵庫
♦ゆずってください（有料）
○自転車（大人用・子ども用）○防
音機材○エレクトーン（USB対応）
○６畳用の上敷き○電動アシスト付
自転車○ミニ耕運機○冷蔵庫
♦あげます（無料）
○本棚○電気鍋○犬小屋○古いトラ
ンク
♦ゆずります（有料）
○自転車（子ども用）○回転モップ
○ランドセル（黒）○デスク付き本
棚○ガーデンシュレッダー○ベッド
用補助テーブル○ワープロ
※現物は保管していません。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

催し・行事

行
政
information

がんフォーラム・公開講座のお知らせ
問 市立長浜病院がん対策推進事業部（☎６８－２３５４）

第６回　市立長浜病院がんフォーラム
　近年、注目を集めている「がんを切らずに治す」放
射線治療について紹介します。
【と　き】７月７日（日）13時30分～16時30分
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【内　容】
　特別講演「がん治療の切り札：放射線治療」
　講　　演「市立長浜病院で受けられる放射線治療」
　　　　　「初診から放射線治療が終わるまで
　　　　　　　　一連の流れを知ろう！」
　体験発表「放射線治療を受けた患者さんの声」
【申込み】�７月５日（金）までに氏名と電話番号を右記ま

でお知らせください。
※当日参加も可能です。
※参加費無料、どなたでも参加していただけます。

がん・緩和ケアシリーズ第２回公開講座
　２人に１人はがんになる時代、がんを知り、がん
と向き合うための公開講座です。
【と　き】７月４日（木）17時30分～19時
【ところ】市立長浜病院本館２階講堂（大戌亥町）
【テーマ】婦人科がんになったら
【講　師】桂大輔医師（産婦人科副医長）
※�参加費無料・申込不要。どなたでも参加していただけま
す。直接会場にお越しください。

問合せ・がんフォーラム申込先
市立長浜病院　がん対策推進事業部
☎６８－２３５４＜直通＞
６５－２７３０

Eメール 	chiikigan@nagahama-hp.jp

ゆかた寄付のお願い
　長浜市民国際交流協会では、ゆ
かた（大人用・子ども用）、帯、下
駄、腰ひもの寄付をお願いしてい
ます。
　寄付いただいたゆかたは、外国
人も参加できる「ゆかた着付け教
室」（７月14日（日）・28日（日）に
開催）で使用します。
問長浜国際交流ハウスGEO
　神照町519番地
　☎/FAX６３－４４００
　木曜日休館
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