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有料広告欄

長浜市地域密着型サービス 

☆☆☆　ご利用者様お待ちしております　☆☆☆ 
○ 当センターは、民家改修型で定員９名という小規模のデイサービスです。 
　 ご自宅の雰囲気と変わらない環境の下で、ゆったりとお過しになれます。 
○ 商店街の中にあるデイサービスなので、曳山祭りや夏中さんなどの行事を 
　 近くで感じることが出来ます。 

社会福祉法人 大樹会　彦根市野田山町1098　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.taijyukai.net/

宮町デイサービスセンター 

7０７４９ － ６８ － ２１３１ 
◎ 見学、体験利用も随時行っています。お気軽にお問い合わせください。 

長浜市大宮町９－１ 
（やわた夢生小路沿い） 

サンサンランド(地福寺町)の夏休み期
間中の利用時間は、次のとおりです。
【期　間】８月31日(日)まで
【区　分】乳幼児(保護者同伴)９時～12時

小学生以上13時～16時45分
■問サンサンランド(7６２－３７１２)

祭礼、縁日、花火大会など大勢が集ま
る催しで、ガスコンロなどの火気器具
を使用する場合は、消防署への届出と
消火器の設置が必要となりました。詳
しくは最寄りの消防署・分署まで。
■問湖北地域消防本部予防課
（7６２－５１９４）

盆踊りコンテストや縁日コーナー、ウ
チワ大抽選会で夏の夕べを楽しもう。
【と　き】８月９日(土)17時～21時
【ところ】木之本地蔵院前一帯

(木之本町木之本)
■問長浜北商工会(7８２－５０５１)

【と　き】８月９日(土)11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【内　容】果物の特売セール、「サイコ

ロ振ってお菓子をゲット」コ
ーナー、三角スピードくじ
抽選会、うどん・そば・お
にぎり・いなり寿司コーナ
ー、福引抽選会(空くじなし)

■問長浜地方卸売市場(7６３－４０００) 

【と　き】８月10日(日)13時30分～

(13時開場)
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【入場料】1,000円(当日300円増)

※高校生以下は半額
【前売所】長浜文化芸術会館、ルッチ

プラザ、アルプラザ長浜
■問琴・四季の会
藤川(7090－6070－0640)

カヤックに乗って奥びわ湖を満喫！
【と　き】８月16日(土)10時～
【集合場所】つづらお

(西浅井町菅浦580)
※ＪＲ永原駅からのバス送迎有り
【参加費】7,000円(ＫＯＫＯＫＵオ

リジナル弁当付)
【定　員】20人(先着順)
■問･申ＫＯＫＯＫＵ 佐野(7７４－３
６７１、 info@kokoku.org)

滋賀県選択無形民俗文化財の太鼓踊り
を２年ぶりに奉納します。太鼓の配役
に初めて女子児童が挑戦します。
【と　き】８月17日(日)13時～15時
【ところ】乎彌神社(余呉町下余呉)
※雨天時は余呉体育館(同上)
■問下余呉太鼓踊り保存会　萬代
(7０８０－６１５７－２１６７)

【と　き】８月25日(月)19時～
雨天時は27日(水)に延期

【ところ】虎姫運動広場運動場(グラ
ウンド)

【対　象】市内在住・在勤の人
【参加費】高校生以上 １人200円

中学生以下 １人100円
【申込み】８月22日(金)までに電話で

下記まで
■問･申 虎姫地区体育振興会〈虎姫支所
内〉(7７３－３００１)

親も子も共に育ちあい、みんなが笑顔
になれる子育てを一緒に考えましょう。
【と　き】９月４日(木)

10時～11時30分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】熊丸みつ子氏(子育てアド

バイザー、幼児・家庭教育
専門家)

【対　象】市内在住・在勤の未就園児
の保護者、子育てに関心の
ある人

【定　員】80人(先着順)
【参加費】無料
※託児はありません。親子で一緒に聞
いていただきます。

【申込み】８月７日(木)から電話または
直接下記まで

■問･申サンサンランド(7６２－３７１２) 
※こどもらんど、のびのびらんど、
あいあいらんどでも受付けます。

ペットボトルを活用したミニソーラ
ーカー作りを通して、エネルギー利
用について学びます。
【と　き】９月７日(日)10時～
【ところ】シルバー人材センター(小堀町)
【対　象】市内の小学生

※１～３年生は保護者同伴
【参加費】1,000円（材料代）
【定　員】20人(先着順)
【申込方法】①住所②氏名③電話番号④

学校名・学年を、電話または
ＦＡＸ、メールで下記まで。

【締　切】８月22日(金)
【申込先】環境保全課(7６５－６５

１３、5６５－６５７１、
kankyou@city.nagahama.lg.jp)

アメリカからの留学生と一緒に、英
会話を楽しみながら親子でハイキン
グなどしませんか！

【と　き】９月23日(火・祝)
９時30分～15時

【ところ】黒壁周辺
※集合・解散は、ミシガン州立大学
連合日本センター(彦根市松原町)

【対　象】中学生以下と保護者
【参加費】大人 1,000円

子ども 入館料等実費負担
【定　員】20人(先着順)
※申込方法等詳しくはホームページ
(http://www.s-i-a.or.jp/)で
■問･申滋賀県国際協会彦根事務所
(7０７４９－２６－３４００)

東日本大震災の災害現場で実際に活
動した消防職員や災害ボランティア
から、体験を通じた話をいただき、
災害への備えや災害時のボランティ
ア活動について学びます。
【と　き】８月24日(日)

10時～11時45分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】250人
※申込み不要、参加費無料
■問湖国ひとまちネット(7６３－９８２２）

家で子育て中のお母さん、お子さん
との時間を、みんなと一緒に楽しく
過ごしませんか。
【と　き】８月29日～11月21日

午前・４種全８回
【ところ】長浜公民館(高田町)
【対　象】市内在住の未就園児(６か月

児～２歳児)と母親
【内容・講師】
①８月29日(金)
「親子で楽しむリトミック」
七里一美氏・松島直子氏(リトミッ
ク研究センター指導資格認定)

②９月11日(木)、19日(金)

「ハグハグ・わくわく・親子体操」
徳田隆子氏(シェイプ フィットネ
スアカデミー主宰)

③10月３日(金)、29日(水)
「野菜たっぷりランチづくり」
土井詩子氏(野菜ソムリエ)

④11月７日(金)、12日(水)、21日(金)
「ママと子どものための絵本シリーズ」
長浜市家庭教育支援チーム「えがお」

【定　員】20組(先着順)
【受講料】1,000円(全回分)
※講座により実費負担あり
【申込み】８月24日(日)までに電話で

下記まで
■問長浜公民館(7６２－１８０８)
※月曜と第１・３日曜は休館

「聴き方」や「相談の基礎」から犯罪
被害者支援を学びます。
【と　き】９月５日～11月７日

おおむね金曜日
13時30分～16時30分

【ところ】滋賀県厚生会館会議室(大
津市京町4-3-28)

【対　象】支援活動員をめざす人や、
相談支援活動について学び
たい人など

【定　員】30人程度(先着順)
【資料代】15,000円
※１日単位で受講可(2,000円/日)
※受講開始１週間前までに指定口座
まで

【申込み】所定の申込書に必要事項を
記入し、ＦＡＸまたは郵送
で下記まで。

■問･申おうみ犯罪被害者支援センター
(〒520-0044大津市京町4-3-28
7/5０７７－５２７－５３１０)

難病の特徴や必要な支援について、
医師の講義や当事者の体験談から、
ボランティアの基本などを学びます。
【と　き】９月６日(土)

13時30分～16時
【ところ】社会福祉センター(高田町)
【対　象】難病について勉強したい人
【定　員】30人(先着順)
【受講費】無料
【申込み】９月３日(水)までに電話ま

たはFAXで下記まで
■問･申滋賀県難病相談・支援センター
(7０７７－５２６－０１７１、5
０７７－５２６－０１７２)

初級、中級、応用の３つのコースで
点字を学びます。
【講座期間】９月６日(土)～10月25日(土)

※10月18日を除く毎週土
曜日、全７回

毎回９時30分～12時30分
【ところ】県立盲学校（彦根市西今町）
【募集定員】30人（先着順）
【申込み】８月４日(月)～29日(金)に

電話で下記まで
※平日９時～17時（8/13～15および
土日は除く）

【受講料】3,500円（初級コースのみ
教材費1,080円が別途必要）

■問･申「点字の世界」実行委員会
（7０７４９－２２－２３２１）

【と　き】９月６日～12月28日(23日
間)各週土曜日(一部日曜日
あり)

【ところ】湖北タウンホーム(月ヶ瀬町)
【定　員】15人(先着順)
【対　象】介護に関心があり、全課程

を受講できる人
【受講費】76,000円(テキスト代等)
【申込み】電話で下記まで
■問･申企業組合 労協センター事業団
平日：田中(7077-567-5579)
土日休日：武田(7090-5676-2135)

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 

◆夏休み期間中の利用時間

◆コホクキャンパス＃17
奥びわ湖冒険カヤック　

◆とらひめふれあいナイト
グラウンドゴルフ大会

◆下余呉太鼓踊り

◆火災予防条例の改正

◆留学生と一緒に親子ハイキン
グ＆オープンキャンパス

◆４センター合同子育て講演会

◆夕涼み横丁

◆きゃんせ土曜市

◆大正琴わくわくサマーコンサート

◆ミニソーラーカーを作ろう！

◆子育ち・子育て応援講座

◆難病支援ボランティア養成講座

◆公開講座『点字の世界』

◆介護職員初任者研修

◆支援活動員養成講座(全10回)◆市民寺小屋

お知らせ

催し・行事

講座・教室

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 


