
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 ● �長浜市立図書館 検索

◆図書館のホームページへは…

   

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・・・

D. HIRO／撮影
芝公園　公太郎／協力

メディアボーイ
　ひっそりと時を重ね続ける各地の廃校
を映した写真集。積み上げられた教科書、
すりへったチョーク、予定が書かれたま
まの黒板…。まるで時が止まっているか
のようにみえる教室も、植物の浸食によっ
て時の流れを感じずにはいられない。
　そこに行ったことがなくても、どこか
懐かしさを感じさせます。

松崎　有理／著
光文社

　大学を卒業したばかりのミクラは、先
輩に勧められて「代書屋」をすることに
なった。曲者揃いの研究者からの依頼は、
厄介な内容のものばかり。
　唯一の癒しは、依頼の度に素敵な女性
に出会えることだった。
　心なごむ連作短編集。

『代書屋ミクラ』 『おもひで校舎』 『錯視のひみつにせまる本』

新井　仁之／監修
こどもくらぶ／編
ミネルヴァ書房

　同じ長さなのに、違う長さに見える…
同じ色なのに、違う色に見える…　見て
いるものが、あれ？　まったく違うもの
に見えてきた！　錯視を知ることは、人
間の脳のはたらきを知ることだと言われ
ています。さあ、錯視を通じて人間の脳
の不思議な世界を見にいこう。

本
BOOK

ボランティアを
　始めませんか？

子育てを応援します！

　図書館でのさまざまな業務にボランティアと
して活動していただける人を募集しています！
　図書館の仕事に興味をお持ちの人や本が好き
な人、大歓迎です。
　「何かを始めたい」という人は、お気軽に図書館
までご連絡ください。

●主な活動内容●
本の返却、本棚の整理、
本の修理、絵本拭き、
花壇の手入れ、
壁飾りの制作など…

◆図書『オレンジリボンコーナー』ができました
　家庭教育・発達・育児・児童虐待などについ
ての本を一般教養から専門書まで幅広くそ
ろえました。
　子育て中の人はもちろん、どなたでもご利
用いただけます。ぜひ、ご活用ください。

◆木製おもちゃで遊べる！借りられる！
　木製のおもちゃやパズルを全館に用意しました。各館内の
コーナーで遊ぶことができます。小さいお子
さん連れの人も図書館でゆっくりとお過ごし
ください。
　おもちゃやパズルは貸出可能ですので、自宅
でもたっぷり遊べます。

長浜図書館

市内６館

本の修理の様子

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

♦曳山博物館特別陳列
「飾金具・塗り・蒔絵－長浜仏壇の
かたるもの－」
【会　期】	 12月15日（日）まで
� ※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
問長浜曳山博物館（☎６５－３３００）

♦第17回  己高庵紅葉茶会
深まる紅葉とともに、お茶をどうぞ。
【と　き】	 11月24日（日）
� ９時～13時30分
【ところ】	己高庵（木之本町古橋）
【席　料】	 500円（大広間・野点席２席）
当日は、会場～JR木ノ本駅をシャトル
バスが運行します。
問己高庵（☎８２－６０２０）

♦浅井湯田区民まつりINふくらの森
自然を体感するネイチャーゲームや大
路町伝統の「雨乞い太鼓踊り」、模擬店
コーナーなど盛りだくさん。長浜市森
づくりフェスタ2013も同日開催です。
【と　き】11月24日（日）
� 10時～15時30分
※悪天候の場合は中止
【ところ】	ふくらの森周辺（内保町）
問浅井湯田地域づくり協議会
　（☎７４－０７０５西橋）
　森林整備課（☎６５－６５２６）

♦長浜高等養護学校  冬の販売会
【と　き】	 11月30日（土）10時～12時
【ところ】	長浜高等養護学校（平方町）
� （長浜高等学校の敷地内）
【販売商品】	各種花苗・ハボタン、木製プ

ランター、テラコッタ鉢など
※商品持ち帰り用の袋等をお持ちくだ
さい。
問滋賀県立長浜高等養護学校
　（☎６２－０９３０）

♦長浜歴史見聞学シリーズ
○文化財探訪
国史跡古保利古墳群を見学します。
【と　き】	 12月１日（日）（荒天中止）
� ９時30分～11時30分
【集合場所】	西野水道前ほりぬき公園
� （高月町西野）
【定　員】	 30人（先着順）
【参加費】	無料
【持ち物】	水筒・タオル・ハイキング

に適した服装・靴（山の中
に入ります）

【申込み】	 11月28日（木）までに電話で
下記まで

○文化財講演会
【と　き】	 12月１日（日）
� 13時30分～15時
【ところ】	高月公民館（高月町渡岸寺）
【演　題】	史跡古保利古墳群の意義と

今後への期待
【講　師】	坂井秀弥氏（奈良大学教授）
【参加費】	 300円（資料代）
※申込不要
問 申文化財保護センター（☎６４－０３９５）

♦ 消しゴムハンコでオリジナル　
年賀状づくり

【と　き】	 12月８日（日）
� ①10時～12時�②14時～16時
【ところ】	あはうみ舎（元浜町17-2）
【定　員】各回10人（先着順）
【参加費】1,800円（ハンコ、年賀状代込）
問 申KOKOKU（ココク）佐野
　（☎７４－３６７１�� Eメール �info@kokoku.org）

♦市民寺小屋
【と　き】	 12月14日（土）
� 13時30分～15時30分
【ところ】	市民交流センター（地福寺町）
【内　容】	誰にもやさしいまちづくり

（ユニバーサルデザイン）の
話、懇談

【定　員】	 30人　※申込不要
問湖国ひとまちネット（☎６３－９８２２）

講座・教室
♦魚のさばき方教室
【と　き】	 12月７日（土）14時～16時
【ところ】	長浜公民館（高田町）
【講　師】	鹿野　豪士�氏（しかの商店）
【定　員】	 10人（応募多数の場合は抽

選、初めての人を優先）
【負担金】	 1,000円（材料費・保険料

含む）
【持ち物】	エプロン、三角巾、出刃包丁、

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】	 11月28日（木）16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（株）
　（☎６３－４０００
　� Eメール �nagasijo＠mx.bw.dream.jp）

募　集
♦学生寮「湖国寮」入寮生募集
（公財）湖国協会が運営する「湖国寮」
は東京近郊の大学等に進学する滋賀県
の若者のための学生寮です。受験の際
も利用できます。

【所在地】	東京都武蔵野市
� （JR三鷹駅徒歩15分）
【対　象】	男女とも
【室　料】	 32,000円/月（２人部屋）
※共益費、光熱水費、給食費別途必要
受験時の宿泊料3,500円
問（公財）湖国協会　三十木（みそぎ）
　（☎０４２２－５５－１１３５）

相　談
♦近畿税理士会による税務無料相談
税全般に関する相談を無料で受付けます。
【と　き】	 12月２日、９日、16日（月曜

日）全日とも13時30分～
16時30分

【ところ】	長浜市社会福祉センター　　
（高田町）

【定　員】	各日６人（先着順）
� ※要事前申込
問 申税務課（☎６５－６５２４）

不用品交換情報（11月１日現在）
♦ください（無料）
○プロパン用ガスレンジ○手押し式耕運
機○オルガン○ビデオデッキ○耐火用金
庫○介護用リクライニング式ベッド○
ベッド用補助食卓テーブル○座椅子○写
真の暗室用品○冷蔵庫（小型・大型）○
カラー BOX○室内用ジャングルジム○エ
レクトーン○ハンドミキサー○ブレンダー
○ミルサー○自転車（子ども用・幼児用・
大人用）○漬物用容器○フードプロセッ
サー○冷凍庫○ゆたんぽ○携帯電話○携
帯電話用充電器○木製の臼と杵○グラウ
ンドゴルフクラブ○電子レンジ○ホームこ
たつ（布団等一式）○三輪車○エンジン
チェーンソー○足踏みミシン○子ども用自
転車ヘルメット○子ども乗せ用自転車（前
後カゴ付）○老人用手押し車
♦ゆずってください（有料）
○手押し式耕運機○テレマークスキーセッ
ト○介護用リクライニング式ベッド○ベッ
ド用補助食卓テーブル○ハンドミキサー○
ブレンダー○ミルサー○漬物用容器○フー
ドプロセッサー○冷凍庫○自転車（大人
用）○エンジンチェーンソー
♦あげます（無料）
○エレクトーン○アナログテレビ○座布団
（仏事用・大）○洋服生地（半端物）○水
屋○植木鉢○電気鍋○子ども用着物の結
び帯○ウェイトトレーニング用重り（足用・
１kg）○木製のテレビ台○電動足踏みミ
シン○学習机
♦ゆずります（有料）
○ランドセル（黒）○デスク付本棚○大
正琴○門扉○エレクトーン○布団干し○
チェスのキャラクター商品
※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、利用者双方の話
し合いで決定していただきます。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

催　し
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