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お申込み・お問い合わせ・・・・・・

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

♦2014年版県民手帳予約受付中
月間予定表や住所録をはじめ、県内の
統計資料や行事などを掲載した便利な
手帳です。
【価　格】	 500円（税込）
【締　切】	９月20日（金）
【お渡し】	 12月上旬以降（予定）
【申込み】	電話で下記まで
問 申総務課（☎６５－６５０３）
北部振興局・各支所地域振興課

催　し

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	９月14日（土）11時～13時
【ところ】	長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】	特売セール、福引抽選会、

100円・300円・500円均一
コーナー、うどん・そば・お
にぎり・いなり寿司コーナー

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

♦市民交流センター祭
合唱やフラダンス、大正琴などサーク
ル活動の成果発表と陶芸・手芸などの
作品展示、バザー、模擬店を開催します。
【と　き】	９月23日（月・祝）
	 10時～15時30分
【ところ】	市民交流センター（地福寺町）
※入場無料、お気軽にお越しください。
問市民交流センター（☎６５－３３６６）

♦第28回小谷城ふるさと祭り
【と　き】	 10月６日（日）９時～15時
【ところ】		戦国ガイドステーション前

広場（湖北町伊部）
【内　容】
○手作り甲冑教室ワークショップ
　先着15人、参加費5,000円
○「紙かぶと」を作ろう
　先着30人、参加費500円
○前夜祭		戦国料理「饗応の宴」

　先着50人、参加費2,500円
【申込み】	９月25日（水）までに電話で

下記まで
問 申小谷城ふるさと祭り運営委員会
事務局〈小谷城戦国歴史資料館内〉
　（☎７８－２３２０）

講座・教室

♦健康教室
【と　き】	９月12日（木）13時30分～
【ところ】	長浜市役所高月支所
	 （高月町渡岸寺）
【テーマ】	上手な医療機関の利用の仕

方─地域医療の質の維持に
向けて

【講　師】	湖北医師会学術副部長
	 雨森正洋先生
※参加費無料・申込不要
問湖北医師会（☎６５－３６００）

♦中国語教室
【と　き】	９月21日～H26.２月８日
	 （土曜日・全16回）
	 ①初級15時～16時30分
	 ②中級13時～14時30分
	 ③上級10時30分～12時
【ところ】	国際文化交流ハウスGEO
	 （神照町）
【定　員】	各クラス15人程度（先着順）
【講　師】	馮　麗利さん（長浜バイオ

大学中国人留学生）
【受講料】	 13,000円（テキスト代別途

負担）
【申込み】	９月14日（土）までに電話で

下記まで
問 申長浜市民国際交流協会
　（☎６３－４４００）

♦シニア対象ふるさと産品技能講習
【と　き】	９月30日（月）～10月11日

（金）土日除く10日間
	 13時～17時
【ところ】	シルバー連合会（大津市逢坂）
【定　員】	 20人
【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
【申込締切】	９月18日（水）必着
【面接日程】	９月20日（金）10時～
	 プエルタ大津（JR大津駅徒

歩１分）にて
※詳しくは問合せください。
問 申滋賀県シルバー人材センター連合
会（☎０７７－５２５－４１２８）

♦保育士再就職研修会
最新の保育事情の講習や園見学を通し
て職場復帰をめざしませんか。
【と　き】	 10月４日、11日、18日、

25日（金）13時～16時
（25日のみ９時30分～11時30分）

【ところ】	大学サテライト・プラザ彦根
（アルプラザ彦根６階）

【定　員】	 20人（先着順）
【対　象】	保育士資格をお持ちで、県

内の保育施設への就職・再
就職を希望する人

【参加費】	無料
【申込み】	９月27日（金）までに電話で

下記まで
※詳細はHP	http://shiga-hoikukyo.
jpをご覧ください。いずれかの講座の
みの受講も可能です。
問 申滋賀県保育協議会（保育人材バン
ク）（☎０７７－５１６－９０９０）

募　集

♦のびのび赤ちゃんひろば参加者募集
赤ちゃんと一緒にゆったりとした時間
を過ごしましょう。
【と　き】	 10月～３月（月3回の全6回）
【ところ】	のびのびらんど子育て支援

センター（八木浜町）
【内　容】	親子ふれあいあそび、おしゃ

べりタイムなど
【対　象】	市内在住のH24.12.1～H25.
	 6.30生まれの未就園のお子

さんとその保護者（初めて

父・母になった人）
【定　員】	 35組（先着順）
【参加費】	子ども１人１回100円
【申込み】	９月９日（月）～13日（金）に

電話で下記まで
問 申のびのびらんど子育て支援センター
（☎７２－８１７７受付時間13時～17時）

♦エンジョイテニス ダブルス大会
出場者募集
【と　き】	 10月27日（日）９時～16時
	 ※雨天中止
【ところ】	浅井文化スポーツ公園テニス

コート（大依町）
【参加費】	無料
【定　員】	男子・女子・ミックス・エンジ

ョイ（初級者対象、ペアの性
別は不問）のダブルス各10組

【申込み】	 10月４日（金）までにEメール
で下記まで

問 申長浜テニス協会
（Eメール	nta_enjoy@yahoo.co.jp）

♦命洸祭フリーマーケット出店者募集
【と	き】	 10月26日（土）10時～16時
	 ※雨天決行
【ところ】	 長浜バイオ大学体育館（田村町）
【募集区画数】46区画（先着順）
　　　　　　（１区画2.4ｍ×2.4ｍ）	
【出店料】	１区画あたり500円
【申込み】	 10月4日（金）までに氏名・年

齢・住所・電話番号・Eメール
アドレス・希望区画数・出店
物の内容を電話、FAX、Eメー
ルまたははがきで下記まで

問 申長浜バイオ大学	命洸祭実行委員会
　（☎０９０－３８９６－３３１２　浦野
　FAX６４－８１４０　Eメール	meiko_
　fes@nagahama-i-bio.ac.jp
　〒526-0829　田村町1266）

お知らせ

有料広告欄

結婚相談
【長浜地域】	９月26日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】	９月20日(金)18時～20時
	 湯田公民館（内保町）
【びわ地域】	 9月20日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】	９月27日(金)18時～20時
	 虎姫時遊館（三川町）
【湖北地域】	９月15日(日)18時～20時
	 湖北福祉ステーション・高齢

者福祉センター（湖北町速水）
【高月地域】	９月11日(水)13時～15時
	 高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】	９月19日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】	９月28日(土)10時～12時
	 山村開発センター（余呉町中之郷）
【西浅井地域】	９月18日(水)13時～15時
	 西浅井公民館（西浅井支所内）
問社会福祉課
　（☎６５－６５３６）
　市ホームページ
　「結婚相談」で検索
　またはQRコード
※いずれの会場も
　提供できる情報は同じです。

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	９月21日（土）	12時～16時
	 10月１日（火）	10時～14時
【ところ】	市民交流センター相談室
【相談員】	下地久美子さん（臨床心理士）
【料　金】	無料
※託児あり（要予約）、秘密厳守
申平日：人権施策推進課
　　　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　　　（☎６５－３３６６）

９月の税・料
市県民税２期
国民健康保険料４期
介護保険料４期
後期高齢者医療保険料３期

長浜米原休日急患診療所
9・10月の診療日のお知らせ
【診療日】	９月１日、８日、15日、
	 16日、22日、23日、29日
　 10月６日、13日、14日、20日、27日
【診療時間】	９時～18時
【受付時間】	８時30分～11時30分
	 12時30分～17時30分
【場　所】	宮司町１１８１－２
【電話番号】	６５－１５２５
※	受診時は保険証・お薬手帳をお忘れなく。
※	電話番号はお間違えのないようご注
意ください。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

不用品交換情報（８月15日現在）
♦ください（無料）
○都市ガス用コンロ○ミニ耕運機○ビ
デオデッキ○白扇○子ども用袴○おも
ちゃの刀○耐火用金庫○卓上ミシン○
二段ベッド○電動自転車○ベビーベッ
ド○エレクトーン○子ども用室内ジャ
ングルジム○折り畳み式卓球台○コス
メボックス（ミラー付）○座椅子○藁
切り機○自転車（幼児用）
♦ゆずってください（有料）
○エレクトーン（ＵＳＢ対応）○エレ
クトーン○ミニ耕運機○電動自転車○
折り畳み式卓球台
♦あげます（無料）
○アナログテレビ○畳（八畳分）○小
型冷蔵庫○電気鍋○３Ｂ体操セット○
耐火用金庫○姿見○市松人形○ベビー
カー○チャイルドシート○座布団○デ
スクトップパソコン
♦ゆずります（有料）
○座椅子○六畳用じゅうたん○小型冷
蔵庫○マッサージ機○テレビ台（部屋
の角用）○デスク付き本棚○自転車（大
人用22インチ）○姿見○二層式洗濯
機

※現物は保管していません。
問環境保全課（☎６５−６５１３）
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