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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課（7６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 

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、ぜひお電話ください。(相
談無料・秘密厳守)
【期　間】６月22日(月)～28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】０１２０－００７－１１０
■問大津地方法務局人権擁護課
(7０７７－５２２－４６７３)

(財)日本遺族会では、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】10万円
【実施地域】旧満州など13地域
【申込み】電話で(一財)滋賀県遺族会

事務局 (7０７７－５２
２－７２２７)まで。

■問 (一財)日本遺族会事務局
(7０３－３２６１－５５２１)

【会　期】６月15日(月)～７月19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）

国指定名勝の福田
ふくでん

寺
じ

と、今年県指定
名勝に指定されたばかりの赤田氏庭

園を文化財専門職員が案内します。
【と　き】６月28日(日)9時30分～13時

※雨天決行
【ところ】福田寺庭園、赤田氏庭園

(解散後、希望者には大通
寺も案内) 

【参加費】観覧料各所500円が必要
【定　員】20人(申込み多数の場合は抽選)
【申込み】６月22日(月)までに電話で

下記まで。
■問･申文化財保護センター

(7６４－０３９５)

地域の食材を使って、料理講習会を
開きます。お誘い合わせでご参加く
ださい。希望する回のみの参加もで
きます。
【開催内容】全８回・各土曜日開催
①６月27日(箱寿司) ②８月１日(親
子で夏のおやつ③９月５日(鮒寿司)
④10月24日(変わり巻き寿司)⑤11月
28日 (さば寿司)⑥12月５日(お正月
来客用の盛付け)⑦２月６日(自家用
味噌)⑧３月６日(芋を使ったおやつ)
【時　間】９時～12時
【ところ】農村婦人の家「赤谷荘」

(小谷丁野町)
【参加費】１回1,000円

(③⑤のみ材料費が別途必要)
【申込み】６月20日(土)までに電話で

下記まで。
■問･申赤谷の里　岸田

(7０８０－５３６２－０２８４)

「廃棄された公文書からみた徴兵の実
態―大正年間友禅図案裏打ち文書の
発見―」と題し、大正時代の徴兵制
を考えます。
【と　き】７月４日(土)13時30分～
【ところ】浅井図書館２階視聴覚室

(大依町)
【講　師】木立　雅朗氏

(立命館大学教授・考古学者)
【受講料】500円(会員無料)
【定　員】50人
【申込み】直接または電話で下記まで。
■問･申浅井歴史民俗資料館

(7７４－０１０１)

外国人女性を対象とした着付け教室
です。初めての人でも自分で着られ
るよう丁寧に指導します。ゆかたは
プレゼント。着付け後はまちなかに
お出かけください。
【と　き】①７月４日(土)14時～16時

②７月18日(土) 14時～16時
【ところ】多文化共生国際文化交流ハ

ウスGEOジオ(神照町)
【講　師】多賀能里子氏
【参加費】１回2,000円
【定　員】10人(市内在住の外国人を

優先)
【持ち物】下駄(サンダル)、タオル３枚
【申込み】６月26日(金)までに電話で

下記まで。
■問･申長浜市民国際交流協会

(7６３－４４００)

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。
①健康体操の講話と実技
【と　き】７月５日(日)

10時30分～11時45分
【講　師】(公社)真向法協会

小野将広氏
②健康体操の実技と転倒防止について
【と　き】７月12日(日)

10時～11時30分
【講　師】藤井伊佐美氏

(湖国ひとまちネット)
※①②共通
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【参加費】無料
【持ち物】タオル、運動のできる服装
【申込み】事前に①氏名②住所③連絡

先を電話またはＦＡＸで下
記まで。(当日参加も可)

■問･申湖国ひとまちネット　藤井
(7／5６３－９８２２)

【と　き】７月９日(木)13時30分～15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】食中毒について
【講　師】長浜保健所生活衛生担当

林正宗氏
※参加費無料、申込不要
■問湖北医師会 (7６５－３６００)

◆子どもの人権110番強化週間

◆長浜・米原の庭園見学会

◆戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者を募集します

◆「赤谷の里」料理講習会

◆企画展「秀吉と長浜曳山祭」

2015 あざい お市
い ち

マラソン 参加者募集

【と　き】10月11日(日)雨天決行　受付７時30分～
【ところ】浅井文化スポーツ公園(大依町)
【申込み】インターネットによる申込みのほか、浅井B＆G海洋センター(大

依町)、市民体育館(宮司町)へ。
【申込期間】６月19日(金)～８月16日(日)

※ハーフ(3,500人)、10km(1,500人)は定員になり次第締め切り
ます。

■問あざいお市マラソン実行委員会事務局〈浅井B＆G海洋センター内〉
(7７４－３３５５)

受付やエイドステーションなど、選手をサポートしていただけるボランティ
アスタッフを募集しています。詳しくは実行委員会まで。

長浜市民プール
7月3日(金)にオープンします

スリル満点のウォータースライダ
ーのほか、流水プール(１周140m)、
キッズプール(すべり台付き)、25ｍ
プール(８コース)など、子どもから大
人までお楽しみいただけます。

詳しくは７月１日号でお知らせし
ます。

【期　間】

７月３日(金)～８月30日(日)
※期間中は無休

■問神照運動公園
(7６５－３３９９)
長浜市民プール開業中は
(7６４－０３８０)

お知らせ

催　し

◆あざい歴史の会　歴史講座

講座・相談

◆ゆかた着付け教室

◆市民いきいき体験講座

ニットのコサージュを作りませんか。
今回は、かわいいコサージュを３個
作ります。
【と　き】７月７日(火)９時30分～12時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】山岡陽子氏

(サークル「糸で遊ぼう！」講師)
【受講料】1,300円(材料費込)
【定　員】20人(先着順)
【持ち物】かぎ針５～６号、サマーヤ

ーンまたは毛糸(残り糸で可)
※ない人は用意します。

【申込み】受講料を添えて下記まで。
■問･申市民交流センター(7６５－３３６６)

セミナー後は「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、
小学校など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24日～９月11日の毎週

金曜日９時30分～11時30分
※８月14日を除く全７回

【ところ】びわ公民館（難波町）
【対　象】市内在住でおよそ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（先着順）
【申込み】７月10日(金)までに電話で

健康推進課(7６５－７７
５９)まで。

■問･申ジーバーぽこぽこ　植谷　

(7６２－８４０６)

【と　き】７月29日(水)～12月25日(金)
のうち24日間

【ところ】湖北福祉ステーション
(湖北町速水)

【対象者】研修の全課程を受講できる人
【定　員】30人(応募者多数の場合は

選考)
【受講料】45,400円

(テキスト代、消費税込)
【募集期間】６月15日(月)～７月17日(金)
【申込み】直接下記まで。
■問･申市社会福祉協議会法人本部

(市役所湖北支所３階）
(7７８－８２９４)

福祉の仕事探しについて相談をお受け
します。気軽にお立ち寄りください。
【と　き】７月９日(木)

13時30分～16時
【ところ】西浅井支所(西浅井町大浦)
■問湖北介護・福祉人材センター
(7６４－５１２５)

【と　き】８月16日(日)８時45分～
【ところ】南浜水泳場(南浜町) 
【種　目】個人：500m、１㎞、3.2㎞

団体：500m×４(リレー)
※男女混合でも可

【応募資格】小学生以上の健康で泳げる

人(18歳未満は保護者の同意
が必要)

【申込み】右のＱＲコー
ドまたは大会
ホームページ
から。

郵送での申込みは、下記まで問合せ
ください。
【第一次締切】６月30日(火)まで
【最終締切】７月29日(水)まで
■問･申琵琶湖オープンウォータースイ

ムレース実行委員会本部
専用ダイヤル (7090-1726-1797)

◆第３回ふれあい講座
ニットのコサージュ作り

◆ジーバーぽこぽこ第12期生 募集
読み聞かせボランティア養成セミナー

◆長浜市社会福祉協議会
介護職員初任者研修

◆福祉のお仕事探し出張相談

◆琵琶湖・長浜オープンウォーター
スイムレース　参加者募集

募　集
◆健康教室
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▲長浜型曳山模型(付山蔵)

不用品交換情報（５月28日現在）

ください（無料）
○二槽式洗濯機○大型冷蔵庫○まき
割り用斧○自転車(大人用・女子用)○
籐製の乳母車○食堂用テーブル(８人
用)○ラミネーター
ゆずってください（有料）
○二槽式洗濯機○自転車(大人用・女
子用)○ラミネーター○レーザーカラ
オケ○三味線
あげます（無料）
○食器棚○ソファー○アコーディオ
ンカーテン○ホームこたつ○一槽式
洗濯機○植木鉢○マッサージチェア
○学習机○上敷き(三畳・いぐさ)○介
護用ベッド
ゆずります（有料）
○米の保管庫○自転車(子ども用)○
大型ストーブ○リアカー(大・小)
※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)

種　目
ハーフ
10 km
３km
２km

２kmエンジョイラン

部　　　　門
高校生以上
高校生以上
中学生男女

小学４年～６年生
小学１年～３年生および一般(高校生以上)

参加費
4,000円
3,000円
1,500円
1,500円
1,500円


