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有料広告欄

【開設期間】６月14日(土)～８月24日(日)
【開設時間】昼間９時30分～16時20分

夜間18時～20時50分
※50分毎に10分の休憩を設ける
※夜間の部は７月１日(火)から開設
【使用料】大人　　　　300円

中学生以下　100円
シルバー(60歳以上) 200円
３歳未満・付添人　無料

※子ども用回数券(中学生以下)は500
円(６回分)

※身体障害者手帳、療養手帳または精
神障害者保健福祉手帳を提示した
本人は半額

【注意事項】必ずスイミングキャップを
着用してください。小学３
年生以下のお子さんには保
護者または責任者の付添い
が必要です。

■問浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター(7７４－
３３５５)

【会　期】６月２日(月)～７月６日(日)
※会期中無休　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(7６５－３３００)

【と　き】６月14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(7６３－４０００) 

【と　き】６月21日(土)10時～12時

【ところ】長浜高等養護学校(平方町)
※長浜高校の敷地内、正面入って右
【販売商品】各種花苗、木製プランター、

テラコッタ鉢、布製エプロ
ンなど

※持ち帰り用の袋などをお持ちください。
■問県立長浜高等養護学校
(7６２－０９３０)

お口の健康について学びましょう！
【と　き】６月22日(日)10時～16時
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【内　容】ポスター展、歯科標語展、歯

の相談、フッ化物塗布(無料)、
歯磨き個別指導、石こう模型
の色つけなど

■問大音歯科医院(7８２－２２３０)

ボランティアグループ「まめっちょ」
が主催。情報交換もできます。
①つくってみよう！おはなしの小道具
６月14日(土)
13時30分～16時30分
講師：永崎みさと氏
※託児あり
②語ってみませんか？昔話
７月26日(土)
13時30分～15時30分
講師：杤

と ち

谷
や

洋子氏
③読んでみよう！語ってみよう！実践講座
９月６日(土)
13時30分～15時30分

【ところ】長浜図書館(朝日町)
【定　員】30人(先着順)
【申込み】直接または電話で下記まで
※参加費無料、１講座のみの受講も可
■問･申長浜図書館(7６３－２１２２)

親子で楽しく体を動かしましょう。
【と　き】６月20日(金)９時45分～
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】平野芳恵氏(NPO法人　日

本YOGA連盟)

【対　象】親子ならどなたでも
【定　員】先着10組
【参加費】１組500円
【持ち物】飲み物、お子さんとお出かけ

の際に必要なもの
【申込み】メール又は電話で下記まで
■問･申 Heart Train dai～dai～村山(7
０９０-４０３８-８８９９、
daidai.risa@gmail.com)

インターネットをもっと楽しく便利に
使いましょう。
【と　き】６月22日(日)

第１回　10時～12時
第２回　13時30分～15時30分　

【ところ】六荘公民館(勝町)
【内　容】・便利な検索機能の利用法

・インターネットショッピ
ングの利用法と注意点
・フェイスブックページの
利用法

【定　員】各回12人(先着)
【受講料】無料
【申込み】電話またはＦＡＸで下記まで。
■申･問 NPO法人ＩＴ育成会あすな：若林
(7６３－８３１９、7時～10時また
は17時～19時に)5６３－８３４３)

【と　き】６月28日(土)14時～15時30分
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【対　象】市内在住の人
【定　員】20人(初めての人優先、応募

多数の場合抽選)
【負担金】１人2,500円
【持ち物】エプロン、筆記用具
【申込み】６月16日(月)16時までに電

話またはEメールで下記まで
■問長浜地方卸売市場(7６３－４０００

nagasijo@mx.bw.dream.jp)

わずかな時間で、自分磨きをはじめま
せんか。
①絵手紙体験 ～暑中見舞い編～
７月１日(火)９時30分～11時30分
②夏のひんやりデザート
７月14日(月)９時30分～12時

【ところ】いずれも湖北公民館(湖北町

速水)
【定　員】各24人(先着順)
【参加費】１講座500円(材料費別途必要)
【申込み】各講座開講日の１週間前ま

でに直接または電話で下記
まで。

■申･問湖北公民館(7７８－１２８７)

【い　つ】７月19日(土)10時～14時
【ところ】湖北文化ホール
【募集数】43ブース
※１ブース間口２.５m×奥行２m
※申込み多数の場合は抽選

【出店料】600円(一人１ブース)
【申込み】往復はがきに郵便番号、住

所、氏名、出店内容、連絡
先を書いて下記まで。

【締切り】６月15日(日)必着
【定　員】50人(応募多数の場合は抽選)
■申･問湖北公民館(7７８－１２８７　
〒５２９-０３４１湖北町速水2745)

トーナメント方式の大会です。
【と　き】７月６日(日)８時30分～

※雨天の場合は７月20日(日)
【ところ】神照運動公園ソフトボール場

(神照町)
【参加資格】市内在住・在勤の男女で編

成したチーム
【参加費】１チーム6,000円
【締切り】６月20日(金)
【申込み】まずは下記まで
■問･申長浜市ソフトボール協会　@森
7６２－４１８１5６２－４１８４

外国人の皆さんに「ゆかた祭」を楽し
んでもらうため、不用となったゆかた
（女性用・子ども用）、帯、下駄、腰紐
などの寄付をお願いします。
【募集期間】７月５日(土)まで
■問長浜市多文化共生・国際文化交流ハ
ウス GEO（神照町）※木曜日休館
7/5６３－４４００

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 

◆浅井Ｂ＆Ｇ海洋センタープール開設

◆湖北口腔保健フェスティバル

◆もっと楽しいおはなし会にする
ための連続講座2014

◆親子ヨガ教室

◆インターネット体験講座

◆ふな寿しの漬け方教室

◆わたしの魅力ＵＰ講座

◆企画展「神になった秀吉」

◆きゃんせ土曜市

◆長浜高等養護学校　夏の販売会

不用品交換情報（５月14日現在）
ください（無料）
○スチールラック○自転車(女子用・大人
用)○グランドピアノ○ワープロ○ハイロ
ーベッドチェア○レンジ台○食器棚○ペ
ーパーカッター(裁断機)○３人掛けソフ
ァ○全自動洗濯機○ガスコンロ○軽トラ
用荷台シート(ゴム付き)○そろばん○携
帯電話端末
ゆずってください（有料）
○スチールラック○自転車(女子用・大人用)
○グランドピアノ○ハイローベッドチェア
あげます（無料）
○チェスのキャラクター商品○冷蔵庫(冷
凍庫付き)○足踏みミシン○エレクトーン
○個人用冷蔵庫○剣道着(小２、小６用)○
剣道防具一式(小学生用)○剣道着(紺、2.5
号)○剣道着(白地刺子、１号)○柔道着(男
子高校生用)○雨合羽(ピンク、120㎝)
ゆずります（有料）
○テレビ台○ソファ○ベビーだんす○温
風ヒーター(小型)○学習机○陶器の食器
セット○エレクトーン○パソコンラック
○野球グローブ(右手用)・ボール○介護
用タオルケット○アイスノンケース付き
枕○電子ピアノ
※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)

６月の税・料
市県民税　　　　　　　前納・１期
国民健康保険料　　　　前納・１期
介護保険料　　　　　　　　　１期

◆フリーマーケット出店者募集

◆長浜市民ソフトボール大会参加者募集

◆ゆかた寄付のお願い

お知らせ

催し・行事

募　集

相　談

講座・教室

【長浜地域】６月26日(木)18時～20時
長浜市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】６月27日(金)18時～20時
七尾公民館（佐野町）

【びわ地域】６月27日(金)19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】６月27日(金)18時～20時
虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】６月15日(日)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】６月11日(水)13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】６月19日(木)15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】６月28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】６月18日(水)13時～15時
西浅井公民館（西浅井支所内）

■問社会福祉課(7６５－６５３６)
市ホームページ「結婚支援」
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。

※登録の有効期限は３年です。再登録を希望
する人は、各会場で申請をお願いします。

結婚相談
【診療日】６月１日、８日、15日、

22日、29日
７月６日、13日、20日、
21日、27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（7６５－７７７９）

長浜米原休日急患診療所
６・７月の診療日のお知らせ

【と　き】６月21日(土)12時～16時
７月１日(火)10時～14時

【ところ】長浜市民交流センター和室
【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
(7６５－６５５６　専用ダイヤル)
土日：市民交流センター
(7６５－３３６６)

女性の悩み相談(要予約)

弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料　 １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士　竹内　寛 
弁護士　中村明宏 
弁護士　小財憲司 
（滋賀弁護士会所属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530

Eメール 

Eメール 


