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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（7６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 

労働保険(労災保険・雇用保険)の年度
更新手続きについて相談会および申告
書の受付を次のとおり開催します。
【と　き】６月23日(月)、７月７日(月)

９時30分～16時
【ところ】長浜商工会議所(高田町)
■問彦根労働基準監督署
（7０７４９－２２－０６５４）

(一財)日本遺族会は、先の大戦で父等
を亡くした戦没者の遺児を対象に、旧
戦域を訪れ、慰霊追悼と地域住民との
友好親善を図る事業を実施しています。
【参加費】９万円
【実施地域】旧満州など18地域
※訪問時期は地域によって異なります。
詳しくは(一財)日本遺族会事務局(7
０３－３２６１－５５２１)まで。

■申 (一財)滋賀県遺族会事務局
（7０７７－５２２－７２２７）

鍛冶で栄えたまち鍛冶屋町で鍛冶体
験や鍛冶ワークショップ、フリーマ
ーケット、写真展、繭の糸とり実演、
田舎料理バイキング、冒険遊び場な
ど楽しいイベントが盛りだくさん。
【と　き】６月21日(土)10時～17時

６月22日(日)10時～16時
【ところ】坐外堂など（鍛冶屋町）
鍛冶ワークショップは要予約(7０９
０－１９８３－４７２２山田)
■問とんてんかん鍛冶屋実行委員会
（7０８０－３８４７－４３６３）

親子で手遊びや体操、ふれあい遊び
などを通して交流してみませんか。
国籍は問いません。
①０～３歳児(未就園児)の親子
【と　き】７月１日(火) 

10時～11時30分
(出入り自由)

【参加費】無料
②３～６歳(未就学児)の親子
【と　き】７月1日(火)14時～15時
【内　容】七夕飾り作り
【参加費】100円/組(材料費)
【定　員】10組

【ところ】①②とも長浜市多文化共
生・国際文化交流ハウス
ＧＥＯ（神照町）

【申込み】開催１週間前までに氏名、連
絡先、希望日時を下記まで。

■問･申長浜市民国際交流協会
(7/5６３－４４００)
nifa_info@ybb.ne.jp

林ともこさんによる講演『あ～ちゃ
んの願いごと』のほか、絵本の読み
聞かせや木工ワークショップ、カフ
ェなど各種ブースが楽しめます。
【と　き】７月６日(日)10時～15時
【ところ】感響の家『暮らしギャラリ

ーふくらの杜』(内保町)
【参加費】無料
■問あ～ちゃんの虹(林)

a.chan.no.niji@gmail.com

【と　き】７月12日(土)
10時～11時30分

【ところ】虎姫文化ホール(宮部町)
【対　象】幼児から大人まで
【定　員】280人(先着順)
【参加費】無料
【申込み】６月21日(土)10時から直接

または電話で下記まで
【主　催】とらひめおはなしの会

すっとんとん
■問･申虎姫図書館(7７３－２３３５)

※市内各図書館でも受付可

悪質業者はさまざまな手口で高齢者
を狙っています。消費生活相談窓口
に寄せられる相談事例からトラブル
の対処法を学びましょう。
【と　き】６月24日(火)

13時30分～15時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】市消費生活相談員

畑山三津子
【対　象】どなたでも
【定　員】120人（先着順）
【参加費】入場無料
【申込み】前日までに下記まで
■問･申長浜市民交流センター
（7６５－３３６６）※水曜日休館

身体の健康を保つための体操講座で

す。どなたでも大歓迎です。なるべ
く①②セットで受講ください。
①健康体操の講話と実技
【と　き】７月６日(日)

10時30分～11時45分
【講　師】(公社)真向法協会 佐藤浩氏
②健康体操の実技と転倒防止について
【と　き】７月13日(日)

10時～11時30分
【講　師】上野けい子氏、長谷川美也

子氏、梅本安栄氏
※①②共通
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【持ち物】タオル、運動のできる服装
【参　加】無料（当日参加可）
■問･申湖国ひとまちネット(藤井)
(7/5６３－９８２２)

赤ちゃん人形を使ってだっこやおむつ
換えなどを体験。助産師と先輩ママが
不安や疑問に丁寧に答えます。癒しの
胎教「ミニ音楽会」もあります。
【と　き】７月12日(土)

10時～11時30分
【ところ】六荘公民館(勝町)
【対　象】市内在住・在勤の妊婦さん、

妊婦さんのご家族(お父さ
んの参加も大歓迎)

【講　師】安藤鶴姫 助産師
佐藤啓子 助産師

【演奏者】足木かよ氏、菅井麻友子氏
【定　員】20人(先着順)
【参加費】1人100円
【申込み】６月17日(火)から電話で下

記まで
■問･申火・水・木曜日の９時～15時

子育て広場スキップ
(7６２－１２１２)
上記以外 六荘公民館
(7６２－０１９８)
※月、第１・３日曜日休館

セミナー終了後は「ジーバーぽこぽこ」
というシニアボランティアグループで
小学校での読み聞かせ活動をしていた
だきます。仲間と楽しく「頭と心と体
の健康づくり」を始めませんか。
【と　き】７月25日～９月26日の毎

週金曜日
※８月15日、22日、９月５
日除く全７回
９時30分～11時30分

【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【対　象】市内在住で60歳以上、自分

の健康づくりのために読み
聞かせボランティアを行う
意欲のある人

【定　員】15人
【申込み】７月11日(金)までに電話ま

たはFAXでジーバーぽこぽ
こ会長 川上由明(7/5６
３－５２５６)

■問健康推進課(7６５－７７５９)

【と　き】７月25日(金)～８月１日(金)
土日除く６日間　８時～17時

【ところ】クレフィール湖東(東近江
市平柳町)

【対　象】55歳以上の県内在住者で
講習に係る就業を希望し、
ハローワークで求職登録を
している人

【定　員】20人※普通自動車免許保有者
【申込締切】７月４日(金)必着

※申込受付後、面接により選考
【面接日程】７月８日(火)10時～クレフ

ィール湖東にて
■問･申滋賀県シルバー人材センター連合
会（7０７７－５２５－４１２８）

琵琶湖産子持ちニゴロブナの塩切り
(飯漬けにする前の塩蔵品)を用いて
実際にふなずしを漬けていただきま
す。見学のみも可です。
【と　き】８月４日(月)・５日(火)

両日とも８時30分～15時30分
【ところ】朝日漁業協同組合（湖北町

尾上）
【参加費】22,000円(琵琶湖産子持ち

ニゴロブナ塩切り５kg、漬
け物桶等一式)

【定　員】1日20人(応募多数の場合
は抽選。見学は自由)

【持ち物】汚れてもいい服装(長靴、サ
ンダルなども)、炊飯した米
(３升５合)、弁当

【その他】昼食でビワマスの刺身、ア
ユの佃煮が味わえます

【申込み】往復はがきに①郵便番号②
住所③氏名④年齢⑤昼間に
通じる電話番号⑥希望日を
記入し下記まで。

【締切り】７月15日(火)消印有効
■問朝日漁業協同組合
〒５２９－０３６４
湖北町尾上１４４－１４
(7７９－０３２０)

滋賀ならではの資源や素材を活かし、
心の豊かさや上質な暮らしぶりといっ

た滋賀らしい価値観を持つ商品・サー
ビスを募り、その中から特に湖国のイ
メージをクールに伝える素敵なものを
選びます。自薦推薦は問いません。
【募集期間】７月16日(水)まで
【応募方法】「ココクール　マザーレイ

ク・セレクション」サイト
または推薦用紙で

※詳細はココクールセレクションの
サイトを検索ください。

■問滋賀県商工政策課
(7０７７－５２８－３７１５)

芸術文化祭にふさわしい内容で、広
く市民を対象とした市内開催の事業
であれば参加できます。
【と　き】８月23日(土)～12月28日(日)
【申込み】７月６日(日)までに、公民

館や文化施設に設置してあ
る所定の申込書にて

■申･問長浜市芸術文化祭実行委員会事
務局(7６３－７４００)

交通遺児への奨学金の貸与を行って
います。
【応募資格】保護者等が交通事故で死亡

したり、重い後遺しょうが
いのため働けず、経済的に
就学が困難な生徒・学生。
(申込時29歳までの人)

【申込み】電話またはホームページか
ら応募書類を請求し、添付
書類とともに下記まで

■申･問　(公財)交通遺児育英会
(7０３－３５５６－０７７３)

http://www.kotsuiji.com

長浜地方卸売市場では市場運営の参
考にするため市場モニター制度を設
けています。
【活動内容】意見交換会・研修会の参加

やアンケート調査への回答
など

【応募資格】長浜市または米原市在住の
18歳以上の人で、国・
県・地方公共団体の議員や
職員でない人

【応募方法】電話かメールで下記まで
【その他】詳しくは直接問い合わせく

ださい
■申･問長浜地方卸売市場(株)
(7６３－４０００)

nagasijo@mx.bw.dream.jp

◇労働保険年度更新の手続きをお
願いします　７月10日(木)まで

◇戦没者遺児による慰霊友好親善
事業への参加者を募集します

◇Happy★虹マルシェ

◇番長きたる！
絵本作家よしながこうたくさんの
読み聞かせとライブペイント

◇とんてんかんin鍛冶屋!!

◇多文化子育て広場

お知らせ

◇消費者トラブル110番

◇市民寺子屋 健康体操講座

◇読み聞かせボランティア養成セミナー

◇ふなずし講習会
◇交通遺児奨学生募集

◇市場モニター募集

◇マタニティ講座

◇シニア対象フォークリフト技能講習会

◇ココクール　マザーレイク・セ
レクション2014候補募集中

不用品交換情報（５月30日現在）

ください（無料）
○自転車(大人用・婦人用)○ペーパー
カッター(裁断機)○３人掛けソファ○
洗濯機(全自動)○軽トラ用二台シート
(ゴム付き)○ガスコンロ○ＤＶＤレコ
ーダー○くるくるドライヤー○小型
液晶テレビ○一輪車○子ども乗せ用
自転車椅子○介護用バスチェア○携
帯電話端末と充電器○ヘルメット
ゆずってください（有料）
○自転車(大人用・婦人用)○小型液
晶テレビ
あげます（無料）
○剣道着(０号、２号)○剣道防具一
式(小学生用) ○剣道着(白地刺子、１
号○柔道着(４号)○雨ガッパ(ピン
ク、120cm)○炊飯器(ＬＰガス用)
○ガス湯沸かし器○ベビーバス○袋
付き湯たんぽ○フィットネス器具
(腕・足用)○クーハン○ローボード
○和皿○石油ストーブ○布地
ゆずります（有料）
○パソコンラック○野球グローブ(右
手用)とボール○介護用タオルケット
○アイスノンケース付きまくら○ソ
ファ○電子ピアノ○キャラクターも
のの補助便座○チャイルドシート○
草刈り機○小型冷蔵庫○窓用換気扇
○洗濯機○座敷机○バレーボールシ
ューズ(21cm)○和皿○大人用自転車

※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(7６５－６５１３)

催　し

講座・教室

Eメール 

Eメール 

Eメール 

Eメール 

◇第39回長浜市芸術文化祭参加
事業募集

募　集

子どもの人権110番強化週間
いじめ、体罰、不登校、虐待など、
子どもの人権にかかわる問題でお悩
みの人は、ぜひ電話ください。
(相談無料・秘密厳守)
【と　き】６月23日(月)～29日(日)

平日：８時30分～19時
土日：10時～17時

【相談員】人権擁護委員、法務局職員
【相談電話】7０１２０－００７－１１０
■問大津地方法務局人権擁護課
(7０７７－５２２－４６７３)


