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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 

滋賀県の最低賃金は、10月９日から
１時間746円となりました。最低賃
金は雇用形態を問わず県内の事業所
に雇用されるすべての労働者に適用
されるもので、賃金の最低額を保障
するとともに、労働条件の改善に重
要な役割を果たしています。
※特定の産業には特定(産業別)最低
賃金が定められています。

■問彦根労働基準監督署
(7０７４９－２２－０６５４)

米原出張窓口での受付は、平日の
火・水・木曜日です。
■問県パスポートセンター
(7０７７－５２７－３３２３)

【と　き】10月24日(金)13時～17時
25日(土)９時～17時
26日(日)９時～13時

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【展示物】さつき盆栽、山野草、松伯

盆栽など
※会員以外の人も出展可。25日と26
日の午後に盆栽教室を開催。

■問市民交流センター(7６５－３３６６)

【と　き】10月26日(日)10時～15時
※雨天時屋外イベント中止

【ところ】臨湖(港町)
【内　容】フリーマーケット、教室発表、

屋外ライブ、作品展示、ハロ
ウィン企画など。
※小学生以下先着100人、仮
装来場でお菓子をプレゼント

■問臨湖(7６５－２１２０)

【と　き】10月26日(日)10時～16時
【ところ】木之本町地蔵坂商店街一帯
【内　容】賤ヶ岳七本槍武者行列、ご

当地ユニットステージ(Ca
n'ce0浜姫など)、和太鼓、
飲食テント、黒田家ゆかり
の地物産グルメ販売、100
円商店街、大もちまき大会
など。

■問同実行委員会〈長浜北商工会木之
本支部内〉(7８２－５０５１)

「町衆の意気で育む･安全安心のまち」
をテーマに、サークル発表や展示会、
模擬店、キッズコーナー、フリーマ
ーケットなど多彩な催しです。
【と　き】10月26日(日)

10時～14時30分
【ところ】長浜公民館、長浜西中学校、

長浜小学校
■問長浜公民館(7６２－１８０８)
※月曜と第１・３日曜は休館

【と　き】10月27日(月)
①盲学校に興味のある人
10時30分～12時30分
学校紹介、サウンドテーブルテニス体験
②理療科への入学を検討中の人
９時30分～12時30分
盲学校専攻科の授業見学、体験
【申込み】10月24日(金)までに下記

まで
■問･申滋賀県立盲学校(彦根市西今町)
(7０７４９－２２－２３２１)
5０７４９－２６－３６８６

豊かな自然や人々の交流、伝承行事、
古い町並み等を描いています。
〇高月図書館
10月28日(火)～11月３日(月・祝)
〇浅井図書館
11月７日(金)～13日(木)
〇西友長浜楽市店
11月15日(土)～24日(月・祝)
■問長浜ユネスコ協会事務局
(7６５－６５５２)

雑貨や古着など掘り出し物がいっぱ
いです。
【と　き】11月１日(土)

９時30分～12時30分
※雨天中止

【ところ】湖北公民館(湖北町速水)
■問湖北公民館(7７８－１２８７)
※水曜・祝日休館

公募により参加した役者・スタッフ
と地元商店主たちがつくりあげた町
衆歌舞伎をぜひご覧ください。
【と　き】
11月２日(日)18時～20時30分
３日(月・祝)13時～15時30分
【ところ】長浜曳山博物館(元浜町)

【芸　題】
「大石東下り」小田原本陣宿の場
「神霊矢口渡」頓兵衛住家の場
【観賞料】1,500円
■問ゆう壱番街商店街　みのや
(7６２－３７７６)

【と　き】11月２日(日)
①10時30分～②13時30分～
※およそ２時間です

【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【料　金】大人1,200円小中学生・高

校生・しょうがい者・65
歳以上1,000円
※当日券は200円増

■問ひよこ乳児保育園後援会
(7６３－８８９２)

「平成の女きみまろ」「名古屋の上沼
恵美子」の異名をもつ米津さち子さ
んの講演会です。
【と　き】11月５日(水)14時～15時
【ところ】長浜商工会議所(高田町)
【持ち物】割り箸１膳、手鏡(大きさ自由)
【定　員】70人(先着順)
【参加費】無料
※詳細は下記まで。
■問長浜商工会議所(7６２－２５００)

子どもたちは、私たち大人からの助
けを待っています。子どもたちの明
日を求めて、何が大切かを一緒に考
えましょう。
【と　き】11月９日(日)

10時30分～12時
【ところ】六荘公民館(勝町)

【講　師】水谷　修氏
横浜市で長く高校教員
として勤務。「夜回り」
を通して、多くの若者
たちとふれあい、彼ら
の非行防止と更生に取
り組む。

【定　員】150人(先着順)
【参加費】無料
【申込み】10月21日(火)10時から下

記にて整理券配布。
■問･申六荘公民館(7６２－０１９８)
※宝くじ助成金で実施しています。

長浜ユネスコ協会の世界遺産研修旅
行です。お気軽にご参加ください。
【と　き】11月11日(火)

【ところ】宇治上神社、平等院鳳凰堂、
醍醐寺

【参加費】6,500円(昼食込)
【定　員】45人(先着順)
【申込み】10月31日(金)までに下記ま

で。
■問長浜ユネスコ協会事務局
(7６５－６５５２)

伊吹の秘境・五色の滝をめざして、
ツアーガイドの説明を聞きながら、
秋の自然を楽しみます。
【と　き】11月29日(土)９時～16時

雨天決行
【行き先】五色の滝、大持多目的広場
※市役所からチャーターバス運行
【内　容】散策、シシ鍋食懇談会

(メニュー変更有)
【参加費】3,000円
【持ち物】お箸、コップ、お椀、防寒

具、雨具、水筒など
【定　員】40人(先着順)
【申込み】11月７日(金)までに電話で

下記まで。(平日８時30分
～17時15分)

■問･申ながはまアメニティ会議事務局
〈環境保全課内〉(7６５－６５１３)

【と　き】11月６日(木)
13時30分～15時

【ところ】米原公民館(米原市下多良)
【テーマ】小児医療の最近の話題(予防接

種、アレルギー等)について
【講　師】市立長浜病院　小児科

橋本和幸氏
※申込不要、参加費無料
■問･申湖北医師会(7６５－３６００)

【と　き】11月11日(火)10時～11時
【ところ】湖北公民館(湖北町速水)
【定　員】15人(先着順)
【講　師】花屋flor 田中ゆき氏
【受講料】500円(別途材料費3,000円)
【申込み】11月４日(火)までに電話で

下記まで。
■問･申湖北公民館(7７８－１２８７)

えごま、山かぶ、ツブリナを使った
料理教室を開催します。
【と　き】11月14日(金)

９時30分～13時

【ところ】浅井文化ホール(内保町)
【講　師】土井詩子氏(野菜ソムリエ)
【定　員】20人(先着順)
【参加費】2,500円
【申込み】11月５日(水)までに電話で

下記まで。
■問･申ウッディパル余呉
(7８６－４１４５)

親子でハンバーグ・ハンバーガーを
つくりませんか。
【と　き】11月16日(日)９時～
【ところ】高月公民館調理室
【対　象】小学生以上　親子で参加
【参加費】１組500円
※詳細、申込みは電話で下記まで。
■問･申高月総合型ＳＣピース事務局
〈前田接骨院内〉7８５－２２９１

【と　き】11月21日(金)
10時30分～11時30分

【ところ】のびのびらんど(八木浜町)
【対　象】市内在住で未就園児の保護者
【定　員】30人(先着順)
【参加費】１人100円
【申込み】10月27日(月)受付開始。

電話または直接下記まで。
※託児あり(定員20人)。生後６か月
以上。１人100円。
■問･申のびのびらんど子育て支援セン
ター(7７２－８１７７)
※受付時間13時～17時

【と　き】11月22日(土)
10時～11時30分

【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】こどもの病気と看病の仕方
【対　象】乳幼児を育児中の家族
【講　師】赤十字幼児安全法指導員
【定　員】50人程度(先着順)
【参加費】無料
【申込み】11月７日(金)までに電話で

下記まで。
※託児あり(要申込)
■問･申長浜赤十字病院社会課(担当：金
澤)(7６３－２１１１)

【と　き】平成27年２月５日(木)
14時～16時(受付13時～)

【ところ】ピアザ淡海大会議室(大津
市におの浜)

【申込書配布・受付場所】
上下水道課〈東別館２階〉

【受付期間】10月20日(月)～11月７日
(金)の平日９時～17時

■問･申上下水道課(7６５－１６０１)

【と　き】11月１日(土) 雨天決行
【ところ】西黒田公民館(常喜町)
【資　格】市内在住および在勤で、営

利・営業を目的としていな
い個人およびグループ(企
業・商店は不可)

【出店料】無料(１グループ1区画まで)
【募集区画数】20区画(先着順)
※当日くじで場所を決定
【応募方法】10月25日(土)までに①住所

②氏名③電話番号④出展内
容を電話またはＦＡＸで下
記まで。

■問･申西黒田ふるさと振興会議事務局
(7６２－０３８１　5６４－２７４６)

◆最低賃金が改定されました

◆秋季さつき盆栽展

◆パスポートセンター「米原出張窓口」
11月４日、25日休業します

◆リンコフェスティバル

◆七本槍まつり

◆来て！見て！知って！
滋賀県立盲学校！

◆「絵で伝えよう！わたしのまち
のたからもの」小中学生絵画展

◆長浜まちなかフェスタ

◆フリーマーケットinこほく

お知らせ

◆健康教室

◆生花のアレンジメント講座

◆野菜ソムリエによる料理教室

◆伊吹・姉川上流交流会
“奥伊吹”五色の滝と秋の味覚ツアー

◆第18回長濱ゆう歌舞伎

◆『ペコロスの母に会いに行く』
上映会

◆笑いは百薬の長
～副作用なしのユーモアセラピー～

◆『夜回り先生水谷修氏』講演会

◆ユネスコ世界遺産バス旅行

◆親子クッキング倶楽部

◆リフレッシュ講座(ヨガ)

◆第４回子育て支援講習会

◆西黒田ふれあい文化祭
フリーマーケット出店者募集

不用品交換情報（９月25日現在）

ください（無料）
○冷蔵庫○自転車(婦人用・子ども
用・大人用)○洗濯機(全自動・二槽
式)○子ども用シート付き自転車○電
動自転車のバッテリー○リヤカー○
卓球台○掃除機○炊飯器(５合以上)○
室内用車椅子○ベータビデオデッキ
○レコードプレーヤー○電気こたつ
○小型食器棚○フォークギター○介
護用ベッド○げた箱

ゆずってください（有料）
○自転車(婦人用・子ども用)○洗濯機
(全自動・二槽式)

あげます（無料）
○ベビーだんす○折りたたみ式テー
ブル○ワープロ○ＬＰガステーブル
○げた箱

ゆずります（有料）
○マッサージチェア○電子ピアノ
○自転車(大人用)○スノータイヤ

※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、両者の話し
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

募　集

◆下水道排水設備工事
責任技術者試験

試　験

（撮影 疋田千里氏）


