
（公財）長浜文化スポーツ振興事業団から、講座・教室・
イベントの情報をお届けします！

ぶんスポちゃんねる！

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

♦ユネスコ世界寺子屋運動
書きそんじハガキの回収にご協力を！
うっかり書きそんじた50円ハガキは、
約45円の募金に変わります。戦争や貧
困などで教育の機会に恵まれない世界
中の人々に「学びの機会＝寺子屋」を
広げるため、書きそんじハガキの回収
運動にご協力ください。
【回収場所】�市役所本庁・各支所・公民

館等
【回収期限】２月７日（金）
※未投函のハガキであれば、額面は問
いません。使用済み切手の回収も行っ
ています。
問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）

催　し
♦冬の外来魚駆除釣り大会
釣った魚を戻さない「琵琶湖ルール」
を広めるための大会です。協力いただ
いた人にはおしるこがふるまわれます
（先着200人）。
【と　き】	 １月25日（土）10時～13時
	 荒天中止
【ところ】	 彦根旧港湾（彦根市松原町）
【受　付】	 県立彦根総合運動場駐車場
※要えさ代（１人100円）。釣り竿無
料貸出有。
問滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課
琵琶湖レジャー対策室
（☎０７７－５２８－３４８５）

♦グルメの集い
「うなぎのじゅんじゅん」をはじめ、
湖魚を使った郷土料理をご賞味いただ
き、湖魚や湖北の食文化を広くPRする
イベントです。
【と　き】	 ３月２日（日）12時～14時
【ところ】	 朝日漁業会館（湖北町尾上)
【定　員】	 170人（先着順）
【参加費】	 １人4,000円

問 申グルメの集い実行委員会事務局
（☎７９－０３２０　平日９時～16時）

講座・教室
♦健康教室
【と　き】	 ２月６日（木）13時～
【ところ】	 湖北医療サポートセンター
	 「メディサポ」（宮司町）
【テーマ】	 COPD（慢性閉塞性肺疾患）

について
【講　師】	 安井医院	院長
	 安井　一清	先生
※申込不要、参加費無料
問湖北医師会（☎６５－３６００）

♦第２回ウォーキング講座
正しいウォーキングの方法や健康への
効果、ウォーキングの魅力を紹介しま
す。
【と　き】	 １月29日（水）14時～
【ところ】	 下草野公民館（北ノ郷町）
【対　象】	 65歳以上の人
【講　師】	 聖泉大学　多胡　陽介	先生
※申込不要、参加費無料。当日は動き
やすい服装でお越しください。
問いきいきスタジオU-bi　担当：西野
　（☎７４－８３３３）

♦料理教室  〜プロの味を伝授〜
さんまとタスマニアサーモンを使った
創作フレンチをつくります。
【と　き】	 ２月24日（月）
	 10時30分～14時
【ところ】	 長浜市民交流センター
	 （地福寺町）
【定　員】	 10人（応募多数の場合抽選、

初めての人を優先）
【講　師】	 ノースポールシェフ
	 森　俊樹	氏
【参加費】	 １人500円（材料費・保険

料込）※当日徴収
【持ち物】	 エプロン、三角巾、包丁、

まな板、ふきん、持ち帰り
用タッパー２つ、筆記用具

【申込み】	 １月15日（水）～31日（金）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
いちば食育隊事務局（☎６３－４０００
Eメールnagasijo@mx.bw.dream.jp）
※水曜・日曜日は休み

♦同行援護従事者養成研修一般課程
全課程修了で資格取得できます。
【と　き】	 ２月19日（水）11時～17時、

27日（木）10時～16時30分
	 ３月８日（土）、９日（日）とも

に９時30分～16時30分
【ところ】	 長浜市社会福祉センタ―
	 （高田町）
【定　員】	 30人（先着順）
【参加費】	 3,000円程度（資料代、体験費）
【申込み】	 ２月３日（月）８時30分～
	 電話で下記まで
問 申長浜市ボランティアセンター
　（☎６２－１８０４）

お知らせ

《婚活》Valentine Party 参加者募集
【と　き】	 ２月15日（土）10時～15時（受付９時30分～）
【ところ】	 five	EMOTIONAL	SUITE
	 　〈北近江リゾート内〉（高月町唐川）
【参加費】	 男性	5,000円
	 女性	3,500円
	 （ビュッフェ形式の軽食・フリードリンク付）
【対　象】	 20～45歳の独身男女で結婚する意思のある人
【定　員】	 男女各20人（先着順）
【申込み】	 １月10日（金）～２月７日（金）に氏名、住所、

連絡先（携帯電話）、年齢をEメールで下記まで
問 申長浜北商工会木之本事務所
（☎８２－５０５１）
Eメール nagahamakitasci.sc@gmail.com

長浜市文化芸術協会文化講演会
　大河ドラマ「軍師官兵衛」の時代考証を務める講師が、
地元の歴史を新たな角度から紹介します。
【と　き】	 ３月９日（日）14時開演（13時30分開場）
【ところ】	 長浜文化芸術会館（大島町）
【講　演】	「秀吉二人の軍師　黒田官兵衛と竹中半兵衛」
	 講師：小和田　哲男	氏（静岡大学名誉教授）
※入場無料ですが、整理券が必要です。
【定　員】	 450人（先着順）
【整理券配布開始日】１月18日（土）
【整理券配布場所】
　長浜文化芸術会館、浅井文化ホール
　リュートプラザ、余呉文化ホール
問（公財）長浜文化スポーツ振興事業団
〈長浜文化芸術会館内〉（☎６３－７４００）

山形由美＆関西フィル
弦楽アンサンブルコンサート
日本を代表するフルート奏者の一人
山形由美と関西フィルが夢の共演！ 
【と　き】	 ３月１日（土）14時開演
	 （13時30分開場）
【ところ】	 長浜文化芸術会館（大島町）
【曲　目】	・木村弓＆久石譲/	「ハウルの動く城」より
	 “世界の約束～人生のメリーゴーランド～”
	 ・	J.S.バッハ/ポロネーズ	メヌエット	バディネリ

「管弦楽組曲第二番」より　他
【入場料】	 一般：2,500円　全席自由（当日500円増）
【前売所】	 	長浜文化芸術会館、浅井文化ホール、長浜市民体育

館、浅井B&G海洋センター、長浜サンパレス、平和
堂木之本店

	 １月18日（土）前売開始！
問 長浜文化芸術会館	（☎６３－７４００）

～バス＆ウオーク～　名水百選日本ライン「木曽川」と国宝「犬山城」を訪ねる （約10km）
　美しい渓谷を形成し、名水百選にも選ばれている「日本ライン」や、国宝指定４城のひとつで、現存天守12城のひとつ
でもある「犬山城」など、雄大な自然を満喫しながら歩いてみませんか。

【と　き】	 ３月９日（日）雨天決行　７時集合
【集合場所】	 長浜市民体育館（宮司町）
【定　員】	 200人（先着順）
【参加費】	 一般　5,000円　ウォークらぶ会員　4,500円
	 （弁当代込）
【コース】	 	長浜市民体育館＝バス＝太田宿～中山道～日本ロマンチック街道

～鵜沼宿～国宝犬山城	＝バス＝長浜市民体育館
【申込み】	 ２月３日（月）～３月１日（土）に電話
	 または直接下記まで（２月12日（水）は休館）。
※３月２日（日）以降のキャンセルは実費負担分がかかります。
問 申（公財）長浜文化スポーツ振興事業団〈市民体育館内〉	（☎６３－９８０６）

魚のさばき方教室　参加者募集
講師の実演を参考に、旬の魚２匹をさばきます。

【と　き】	 ３月15日（土）	①10時～ 12時
	 	 ②13時～ 15時
【ところ】	 浅井文化ホール　調理室	（内保町）
【対　象】	 18歳以上の人
【定　員】	 ①②各15人（先着順）

【受講料】	 1,500円（材料費込）※食材費込み
【講　師】	 山岡	和宏氏
	 （奥琵琶湖マキノグランドパークホテル　和食料理長）
【持ち物】	 	まな板、出刃包丁、刺身包丁、エプロン、三角巾、ふきん（数枚）、

持ち帰り用タッパ

【申込方法】	 １月19日（日）から浅井B&G海洋センターで受付を開始します。
	 	参加費を添えて申込みください（電話予約可）。定員になり次第受付を終了

します。
【注　意】	 自己都合によるキャンセルの場合、受講料は原則としてお返しできません。
	 定員に満たない場合は、開催しないこともあります。
	 （この場合、受講料は返金します）
問 申  （公財）長浜文化スポーツ振興事業団〈浅井B&G海洋センター内〉	 	
（☎７４－３３５５）

人形劇「ウォートンとカラスのコンテスト」
【と　き】	 ３月８日（土）
	 14時開演	（13時30分開場）
【ところ】	 浅井文化ホール（内保町）
【出　演】	 人形劇団京芸
【入場料】	 親子ペア2,000円
	 高校生以上1,500円
	 ３歳以上1,000円　全席指定（当日300円増）
【前売所】	 	長浜文化芸術会館、浅井文化ホール、長浜市民体育

館、アルプラザ長浜、平和堂木之本店
	 １月18日（土）前売開始！	
◆人形作りワークショップ「ウォートンを作ろう！」
【と　き】	 ３月２日（日）13時30分～
【ところ】	 浅井文化ホール（小ホール）
※	人形劇チケットを購入した親子が参加できます（先着50組）。
参加費は無料ですが、整理券が必要です。（整理券取扱所：長
浜文化芸術会館、浅井文化ホール）

問 浅井文化ホール	（☎７４－４０００）
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