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弁護士に気軽に
相談できます

♦消防出初式
【と　き】	 １月11日（土）
	 ８時30分	 受付
	 ９時	 表彰式
	 10時30分	 出初式
【ところ】	 浅井文化ホール、浅井支所

周辺（内保町）
問滋賀県消防協会長浜支部事務局
〈湖北地域消防本部長浜消防署内）
（☎６２－９１９４）

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	 １月11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）

♦多文化子育て広場
毎週水曜日、国際文化交流ハウスGEO
の一室を開放します。子どもの遊びや親
同士の交流にお役立てください。月に一
度、紙芝居等のイベントを行います。
※初回は絵本の読み聞かせ
【と　き】	 １月15日～３月26日の毎週

水曜日　※２月12日は休館
日です。

	 10時～11時30分
【ところ】	 国際文化交流ハウスGEO

（神照町）
【対　象】	 ０～３歳の親子（国籍は問

いません）
【申込み】	 イベント開催時（１月15日、

２月５日、３月５日）のみ

電話で下記まで
※参加費無料
問多文化共生・国際文化交流ハウスGEO
（☎６３－４４００）

♦サンサン工作クラブ
～動くおもちゃ作り～
【と　き】	 １月18日（土）
	 13時30分～15時
【ところ】	 サンサンランド（地福寺町）
【対　象】	 市内在住の年長～小学生
	 （幼児は保護者同伴）
【定　員】	 20人（先着順）
【参加費】	 １人100円（当日集金）
【持ち物】	 油性カラーペン、上靴
【申込み】	 １月６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）

♦曳山博物館企画展
　「シリーズ曳山の美－百花繚乱－」
長浜曳山祭の曳山には、幕類や彫刻、
絵画など数多くの豪華な装飾が施され
ています。その中でも舞台障子や楽屋
襖などに描かれる花々は、大変美しく
魅力的なものが
数多くありま
す。本展示では、
普段は間近で見
ることができな
い曳山に描き出
された珠玉の
花々をご紹介し
ます。
【会　期】	 1月27日（月）～3月2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】	 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
問曳山博物館（☎６５－３３００）

♦�イッツフォーリーズ�ワークショップ＆
ショートミュージカル「ドン・カマー」

プロの役者が歌とダンスを指導する
ワークショップの後、参加者でショー

トミュージカルを作り上げます。家族
で楽しめる公演ですので、ぜひお越し
ください。
【と　き】	 ２月１日（土）
ワークショップ	 13時～
	 （12時30分集合）
公演　	 15時～
	 （14時45分開場）
【ところ】	 勤労者福祉会館		臨湖（港町）
【入場料】
ワークショップ参加	 3,000円
（家族割り：２人目から2,000円）
観劇のみ　　　　前売	 1,500円
　　　　　　　　当日	 2,000円
【定　員】
ワークショップ参加　40人（先着順）
公演観劇のみ　　　　150人
【チケット販売】
長浜文化芸術会館または県立文化産業
交流会館
問 申おうみ“ドン・カマー”実行委員会
　（☎０８０－５３５２－９３５６）

♦KOKOKU�冬の遠足
　賤ケ岳スノーハイキング
冬の賤ケ岳をスノーシューを履いて楽
しく登りませんか。山頂では、奥びわ湖、
余呉湖など感動のパノラマ景色があな
たを待っています。湖北の恵みが詰まっ
たオリジナル弁当も用意します。
【と　き】	 ２月２日（日）９時～16時
【集合場所】	 ＪＲ余呉駅
【対　象】	 小学３年生以上
【参加費】	 5,000円（スノーシューレ

ンタル、弁当付）
【定　員】	 20人（先着順）
【申込み】	 １月25日（土）までに電話ま

たはEメールで下記まで
問 申 KOKOKU（ココク）立見	
（☎０９０－８９３８－８４４０
Eメール 	info@kokoku.org）

募　集
♦平成26年度県政モニター募集
滋賀県では、県民の声を県政に反映さ

せるため、県政モニターを募集してい
ます。
【委嘱期間】
４月（委嘱の日）～平成27年３月31日
【募集人数】
400人（応募多数の場合、性別・地域・
年齢のバランスを考慮したうえで抽選）
【主な活動内容】
・県からのアンケート調査への回答
・県政に関する意見や提案の提出
【応募資格】（平成26年４月１日現在）
・県内在住の18歳以上の人
・	県政に関心を持ちモニター活動を遂
行できる人
・	インターネットを利用してサイトの
閲覧、メールおよびアンケートへの回
答ができる人（携帯電話端末を除く）
※ただし、国または地方公共団体の議
員や常勤の公務員を除く。
【申込期限】
２月14日（金）17時まで
【申込み】
滋賀県ホームページ「しがネット受付
サービス」（https://s-kantan.com/
pref-shiga-u/）から
問滋賀県広報課県民の声担当
　（☎０７７－５２８－３０４６）

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

催　し

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	 １月７日（火）	10時～14時
	 １月18日（土）	12時～16時
	 ２月４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）

１月の税・料
　市県民税　４期
　国民健康保険料 ８期
　介護保険料 ８期
　後期高齢者医療保険料 ７期

結婚相談
【長浜地域】	１月23日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】	１月24日(金)17時～19時
	 湯田公民館（内保町）
【びわ地域】	 １月24日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】	１月24日(金)18時～20時
	 虎姫時遊館（三川町）
【湖北地域】	１月15日(水)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】	１月８日(水)13時～15時
	 高月公民館（高月町渡岸寺）
【木之本地域】	１月16日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】	１月25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】	１月15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。

不用品交換情報（12月13日現在）
♦ください（無料）
○掃除機○洗濯機（全自動・二層式）○
プロパン用ガスコンロ○自転車（婦人用・
大人用）○炊飯器○ペーパーカッター（裁
断機）○鋳物のすり鉢○風乾（干し物）
ネット○燻製器○サーキュレーター○冷
蔵庫○洋服生地○木製テレビ台（通常・
角用）○電気あんか○コーヒーメーカー
○エレクトーン（USB対応）○木製椅子
○ソファ○子ども用袴○おもちゃの刀○
ビデオデッキ○七輪○手押し式耕運機
○湯たんぽ○ベビーベッド○ウェイトト
レーニング用の重り○猪口○パソコン
（ノート含む）○プリンター○ミシン○
会議用長机○ワープロ
♦ゆずってください（有料）
○ポータブルミシン○鋳物のすり鉢○冷
蔵庫○エレクトーン（USB対応）○自転
車（婦人用）○木製テレビ台（通常・角
用）○業務用冷凍庫○ミシン○ギター○
洗濯機（全自動）
♦あげます（無料）
○日本人形○エレクトーン○学習机○保
温専用ジャー（３升）○お碗（ご飯・汁
物）○座敷机○和ダンス
♦ゆずります（有料）
○自転車（大人用）○乳幼児用メリー○
乳幼児用歩行器○食器棚○都市ガス用
ガスコンロ○回転モップ○六畳用じゅう
たん○チャイルドシート○床の間用置物
（獅子の子落とし）○フィットネスバイ
ク○電動自転車○遠赤外線インフラヒー
ター○うさぎのおもちゃ○三人掛けソ
ファー○マッサージチェア
※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
話合いで決定していただきます。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

長浜米原休日急患診療所
1・2月の診療日のお知らせ

【診療日】	1月１日、２日、３日、５日、
12日、13日、19日、26日

	 ２月２日、９日、11日、
	 16日、23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】	湖北医療サポートセンター

「メディサポ」内
	 （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）

萬
ばん
歳
ざい
樓
ろう
舞台障子（部分）

緊急時の事件・事故は１１０番
　１月10日は110番の日です。110番は警察
の緊急窓口で、事件・事故の際は速やかに通報
してください。近くのパトカーや警察官に指令
し、現場に急行させることができます。

【お願い】
　相談や免許についての問合せなど緊急性のな
い用件は、#９１１０、または最寄りの警察署まで。

有料広告欄
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