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弁護士に気軽に
相談できます

♦労働保険に加入しましょう
11月は「労働保険適用促進強化期間」
です。
労働者(パート及びアルバイトを含む)
を１人でも雇用する事業主は、業種や
規模の大小にかかわらず、すべて労働
保険(労災保険と雇用保険)に加入する
こととなっています(農林水産の一部
の事業は除く)。労働保険の加入手続が
まだの事業主は、すぐに最寄りの労働
基準監督署・ハローワーク(公共職業安
定所)で手続をしてください。
問彦根労働基準監督署
　（☎０７４９－２２－０６５４）
　ハローワーク長浜（☎６２－２０３０）

催　し

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	 11月9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・200円・300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）

♦「しょうがい福祉の父」
糸賀一雄生誕100年記念事業
ワークショップ「誰もが暮らしや
すい福祉しがづくりを目指して」
しょうがいのある人の就労等の現状と
課題等について、地域のみんなで考え、
共生社会の実現に向けた取組みの方向
性を見出すことをめざします。
【と　き】	 11月９日（土）13時30分～

16時
【ところ】	勤労者福祉会館「臨湖」（港町）
※申込不要・参加費無料。どなたでも
参加できます。
問しょうがい福祉課（☎６５－６５１８）

♦余呉湖まつり
【と　き】	 11月９日（土）10時～15時
	 ※雨天決行
【ところ】	余呉湖観光館前（余呉町下

余呉）
【内　容】	鏡岡中学校商い体験、地元新

鮮野菜や加工食品の販売、余
呉米食べ比べ、ステージイベ
ント、地震体験車、ロードト
レイン、お買物スタンプラ
リー、ガラポン抽選会、ゆる
キャラ「浅井三姉妹」など

問余呉湖まつり実行委員会（長浜北商
工会余呉支部内）（☎８６－３０９０）

♦第11回おはなしフェスティバル
【と　き】	 11月10日（日）
	 13時30分～15時
【ところ】	びわ文化学習センター	リュ

ートプラザ（難波町）
※申込不要・参加費無料。どなたでも
お越しください。
問朗読びわ　藤川（☎７２－２２２９）

♦皮膚の日・市民フォーラム
【と　き】	 11月10日（日）14時～15時
【ところ】	勤労者福祉会館「臨湖」（港町）
【講演テーマ】
「ヒフの病気を上手に治すために
―これからのスキンケアを考えてみま
しょう―」
【講　師】	谷崎	英昭先生
	 （京都大学医学部附属病院　

皮膚科　助教）
※入場無料・申込不要
問よねざわ皮膚科クリニック
　（☎５３－２９８０〈診療時間内のみ〉）

♦曳山博物館特別展
「世話物の世界－壺坂観音霊験記より－」
夫婦のこまやかな愛情を描き大ヒット
した壺坂観音霊験記。愛知県知立市の
山車文楽（国指定重要無形民俗文化財）
の沢市・お里の人形を始め、壺坂由来
の資料を展示します。
【会　期】	 11月11日（月）～12月15日

（日）※会期中無休
【時　間】	９時～17時
	 （入館は16時30分まで）
【ところ】	長浜曳山博物館（元浜町）
【入館料】	大人600円・小中学生300円
※長浜・米原両市の小中学生は無料
◆特別展記念講演会
【と　き】	 11月16日（土）13時30分～
【講　師】	細田	明宏氏
	 （帝京大学准教授）
【テーマ】	「壺坂観音霊験記の世界」
※聴講無料・申込不要
問長浜曳山博物館（☎６５－３３００）

♦第22回料理作品展示会
「おもてなし」をテーマに滋賀県調理
短期大学校の学生らの作品約50点を展
示。特製カレー（500円）や調理デモ
ンストレーションもあります。
【と　き】	 11月13日（水）10時～
【ところ】	 滋賀県調理短期大学校（分木町）
問滋賀県調理短期大学校
　（☎６２－０７９５）

♦長農　秋の農産物販売会
【と　き】	 11月16日（土）９時～12時
【ところ】	長浜農業高等学校（名越町）
【販売内容】	 牛肉、肉加工品、米、各種

野菜、ジャム等加工品、ハ
ボタン、堆肥、木工品など

問滋賀県立長浜農業高等学校
　（☎６２－０８７６）

♦長浜地区交通安全のつどい
【と　き】	 11月16日（土）10時～
【ところ】	虎姫文化ホール（宮部町）
【内　容】	表彰式、記念公演、大谷保

育園の園児たちによる鼓隊・
合唱

問長浜地区交通安全協会〈長浜警察署
内〉（☎６５－０１１０）

♦サンサンランドからのお知らせ
●	サンサンクラブ　パラグライダー飛
行機を工作しよう
ビニール袋やストローなどを使って工
作します。

【と　き】	 11月16日（土）
	 13時30分～15時
【対　象】	市内在住の小学生
【定　員】	 20人（先着順）
【持ち物】	油性カラーペン、上靴
●赤ちゃん広場
バイオリンとピアノによる癒しのコン
サートや親子ふれあい遊びなど
【と　き】	 11月19日(火)	
	 10時～11時15分
【対　象】	市内在住･在勤のH25.3～7

月生まれの赤ちゃんと保護者
	 ※初めて父・母となった人
【定　員】	 30組（先着順）
《共通事項》
【ところ】	サンサンランド（地福寺町）
【参加費】	子ども１人100円
【申込み】	電話または直接下記まで
問 申サンサンランド（☎６２－３７１２）

♦歌はともだちコンサート
楽しい歌とミニミュージカルのふれあ
いコンサートです。
【と　き】	 11月22日（金）10時～11時
【ところ】	 湖北文化ホール（湖北町速水）
【入場料】	 子ども（１～15歳）200円
	 16歳以上　　　　　300円
	※チケットの事前購入は下記まで
問・チケット販売 湖北公民館
　（☎７８－１２８７）※水曜・祝日休館

♦第24回　一日回峰行
【と　き】	 11月23日（土・祝）
	 ８時45分から受付
	 ※悪天候時は中止
【集合場所】	五先賢の館（北野町）
【対　象】	小学生以上
	 （３年生以下は保護者同伴）
【定　員】	 70人（先着順）
【参加費】	 500円、小中学生無料
【申込み】	 11月19日（火）までに氏名・

住所・電話番号を電話・
FAX・Eメールで下記まで

問 申五先賢の館
（☎７４－０５６０　FAX７４－０９１０	
Eメール	gosennken@zd.ztv.ne.jp）

♦よばれやんせ湖北
　生産者・消費者交流会
【と　き】	 11月17日（日）
	 10時30分～14時30分
【ところ】	長浜バイオ大学食堂（田村町）
【内　容】	基調講演（滋賀県知事嘉田

由紀子氏）、パネルディス
カッション、地産ものの試
食会・生産者と消費者との
交流会、大抽選会、直売

【定　員】	 100人（先着順）
【参加費】	 2,500円
【申込み】	氏名・住所・携帯電話番号

を記入し、FAXまたはEメー
ルで下記まで

問 申よばれやんせ湖北実行委員会
（☎０７５－７０８－８０６１
FAX０７５－７０８－８０６２
Eメール	oubo@kino-eco.or.jp）

講座・教室

♦日本語教室　生徒募集
アットホームな雰囲気の中で、気軽に
日本語を勉強しませんか。サロンなど
の楽しいイベントも開催しています。
ぜひ、教室に遊びにきてください！
【開講日】	毎週水・土曜日（週２回）
	 19時～20時30分
	 ※どちらかの曜日だけでも可
【ところ】	国際文化交流ハウスGEO
	 （神照町）
問 申長浜ユネスコ協会事務局〈生涯学
習・文化スポーツ課内〉
（☎６５－６５５２）

♦健康教室
【と　き】	 11月７日（木）13時30分～
【ところ】	湖北医療サポートセンター
	 「メディサポ」
	 （宮司町1181－2）
【テーマ】	「風しん（三日はしか）と先

天性風しん症候群」
【講　師】	（医）橋本医院
	 橋本登紀子先生
※参加費無料・申込不要

問湖北医師会（☎６５－３６００）

♦シニア対象警備技能講習
【と　き】	 12月２日（月）～10日（火）
	 土日除く７日間	９時～16時
【ところ】	連合会事務所会議室
	 （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】	 11月18日（月）必着
【面接日程】	 11月20日（水）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。
問滋賀県シルバー人材センター連合会
　（☎０７７－５２５－４１２８）

募　集
♦自衛官募集
【募集科目】	高等工科学校生徒
【応募資格】	15歳以上17歳未満の男性で

中学校卒業者
	 （H26. ４. １現在）
【受付期間】	平成26年１月10日（金）まで
※応募方法等詳しくは問合せください。
問自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域事
務所（☎０７４９－２６－０５８７）

相　談

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

お知らせ

有料広告欄

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	 11月５日（火）	10時～14時
	 11月16日（土）	12時～16時
	 12月３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）

11月の税・料
　市県民税 ３期
　国民健康保険料 ６期
　介護保険料 ６期
　後期高齢者医療保険料 ５期

広報ながはま　2013年11月　2627　広報ながはま　2013年11月


