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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 

○睡眠不足や飲酒時は、海に入らない！
○子どもからは、絶対に目を離さない！
○子どもも大人もライフジャケットを着用！
○海の「もしも」は118番！
■問敦賀海上保安部
(7０７７０－２２－０１９１)

竹生島の魅力をもっと知っていただく
ため、市民限定で乗船料を特別優待し
ます。
【期　間】７月18日(土)～８月31日(月)
【出　港】長浜港発 ９時、10時15分、

11時30分、12時45分、
14時

【乗船料】一般 1,900円(通常3,470円)
小学生以下 950円(1,840円)
※大人１人につき幼児１人無料
※入島料、消費税込

【定　員】各便20人(先着)
【申込み】電話で琵琶湖汽船長浜支社

に事前予約(7６２－３３
９０) 

■問 (公社)長浜観光協会
(7６５－６５２１)

新幹線・電車・はたらく車など、い
ろんな乗り物が大集合！
【期　間】７月18日(土)～８月31日(月)

※期間中無休９時30分～17
時(入館16時30分まで)

【ところ】慶雲館(港町)
【入館料】大人300円 小中学生150円

３歳以上の幼児100円
■問慶雲館（7６２－０７４０）

「四谷怪談」「番町皿屋敷」など、暑
い夏にヒヤッとするような噺を資料
で紹介。
【と　き】７月20日(月・祝)～８月30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
☆展示説明・講談☆
【と　き】８月21日(金)18時30分～
【講談師】旭堂　南海 氏
【演　題】四谷怪談～お岩様誕生～

※要申込み。入館券を購入し、展示
室前に集合。
■問･申曳山博物館 (7６５－３３００)

御館自治会同好会員の力作を展示。
【会　期】７月21日(火)～27日(月)
【ところ】市役所本庁舎１階 市民交

流ロビー(八幡東町)
■問･申御館切り絵同好会　世話役

(7０９０－８９８３－７８６４)

全国の高校生代表が集い、熱戦を繰
り広げます。自由にご観覧ください。
【と　き】７月30日(木)10時～17時

31日(金)９時～14時30分
【ところ】長浜ロイヤルホテル(大島町)
■問びわこ総文滋賀県実行委員会事務局
(7０７７－５２８－４６０１)

巡回バス(ＪＲ高月駅発。拝観料込み
一日乗り放題1,500円)で周辺の観音さ
まを一挙に拝観できます。メイン会場
では門前市やステージイベントを開催
します。
【と　き】８月２日(日)

特別拝観 ８時45分～17時
門前市 10時～17時30分

【ところ】出会いの森〈高月図書館東側〉
および高月町周辺

■問･申観音の里たかつきふるさとまつ
り実行委員会事務局
(7８２－５９００)

監的壕見学のあと研究者による解説
や当時の関係者が体験を語ります。
【と　き】８月４日(火)９時30分～12時
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【講　師】水谷孝信氏(長浜北星高校教諭)
【参加費】500円
【定　員】50人
※徒歩で移動。タオル、帽子、水筒をお
持ちください。動きやすい服装で。

【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)

高山植物を観察しながら歩きます。
花の名前や特徴などガイドによる説
明も受けられます。
【と　き】８月４日(火)９時～16時
☆野鳥センターから山頂まではバスで

【対　象】小学校３年生以上
【参加費】大　人1,500円

子ども1,000円
【定　員】40人(先着順)
【申込み】電話または直接下記まで。
■問･申湖北野鳥センター

(7７９－１２８９)

調理実習体験や試食ができるほか、
学校概要、授業内容の説明、個別相
談も行います。
【と　き】８月６日(木) 10時～13時30分
※詳しくは下記まで。
※高校生は在学高校を通じて申込み。
■問･申滋賀県調理短期大学校

(7６２－０７９５)

滋賀県選択無形民俗文化財の太鼓踊
りを奉納します。地元の子どもたち
だけでの奉納は今年が最後となりそ
うです。ぜひご覧ください。
【と　き】８月９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。
■問下余呉太鼓踊り保存会　武友
(7０９０－１８９０－５５７４)

小学生以下対象の工作教室。プリンター
でスタンプつくり、かご編み、フェルト
フォトフレームなど。詳細は下記まで。
【と　き】８月２日(日)12時～16時
【ところ】臨湖(港町)
【参加費】100円～500円
【申込み】電話または直接下記まで。
■問･申臨湖 (7６５－２１２０)

琵琶湖産子持ちニゴロブナの塩切り
を用いて実際に漬けます。見学自由。
【と　き】８月３日(月)

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】40人(先着順)
【持ち物】汚れてもいい服装(長靴、サ

ンダルなど)、炊飯した米(３
升５合)、弁当

※昼食でビワマスの刺身、アユの佃煮を
準備します。

◆海で安全に楽しく遊ぶために
◆御館切り絵同好会　展示会

◆観音の里たかつきふるさとまつり

◆竹生島クルーズ　特別価格で

◆おもちゃで遊ぼう夏休み

◆夏休み企画展「歌舞伎で震える怪談噺」

お知らせ

催　し ◆第39回全国高等学校総合文化祭
「2015滋賀びわこ総文」(囲碁部門)

◆歴史講座「ふるさと歴史探訪―浅井の戦
争遺跡(射撃訓練場跡)を見に行こう―」

講座・相談

◆伊吹山お花畑観察会

◆滋賀県調理短期大学校
オープンキャンパス

◆下余呉太鼓踊り

【申込み】電話で下記まで。
■問･申朝日漁業協同組合 (7７９－０

３２０) ※平日９時～15時30分

【と　き】８月６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】糖尿病にならない為に
【講　師】華房クリニック

院長　華房 順子氏
※申込不要、参加費無料
■問湖北医師会 (7６５－３６００)

古民家で長く安心して住むために、
地震に「耐える」のではなく、揺れ
を「逃がす」構造であるかがわかる
「早稲田式動的耐震性能診断」につい
て説明します。※参加無料。
【と　き】８月９日(日)14時～16時
【ところ】臨湖(港町)
【申込み】電話またはメールで下記まで。
■問･申全国動的耐震評価連合会滋賀支部

(7０７４９－４６－３２２５)
info@doutekitaishin-shiga.com

【と　き】８月９日(日)９時30分～12時
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【参加費】800円
【定　員】親子20組(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申浅井歴史民俗資料館

(7７４－０１０１)

【と　き】８月９日(日)10時～16時30分
①講演 10時～
②観察ツアー 13時20分～

【ところ】①西浅井公民館(西浅井町大浦)
②山門水源の森※バスで移動

【講　師】イラストレーター玉木えみ氏
森林総合研究所市原優氏

【参加費】無料
【定　員】100人
【申込み】７月31日(金)までに①名前②

住所③連絡先④弁当の要否
を、ＦＡＸまたはメールで下
記まで。

※弁当1,200円(希望者のみ。要事前入金)
詳しくは山門水源の森ホームページで。
■問･申㈲西浅井総合サービス

(7/5 ８９－０２８１)
nishiazai.co@koti.jp

【と　き】８月17日(月)～21日(金)
５日間　10時～15時40分

【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)

【対　象】55歳以上の県内在住者
【定　員】20人
【申込締切】７月31日(金)必着

※申込受付後、面接により選考
【面接日程】８月５日(水)10時～連合会事

務所会議室にて
■問･申滋賀県シルバー人材センター連合会

(7０７７－５２５－４１２８) 

豊公園や道路河川などの清掃活動を
はじめ、さまざまな環境美化活動に
取り組む人たちの話と懇談。
【と　き】８月20日(木)13時30分～15時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
■問･申湖国ひとまちネット　藤井

(7/5 ６３－９８２２) 

【募集種目】①自衛官候補生②一般曹候
補生③海上・航空自衛隊航
空学生

【応募資格】①②18歳～27歳未満、学歴
不問、③18歳～21歳未満
で高校卒（見込含）
(平成28年４月１日現在)

【受付期間】８月１日(土)～９月８日(火)
■問自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域事務所
(7０７４９－２６－０５８７)

育児や家事をがんばっている、または楽
しんでいる男性の写真を募集します。入
賞者には、食事券や買い物券、図書カー
ドなどを進呈。応募者の中から抽選でプ
レゼントあり！
【作品規定】写真データまたはプリント

した写真(２L版)。
※１人１点まで。未発表のものに限る
【応募方法】９月３日(木)までに、メー

ルまたは郵送、持参により
下記まで。

※詳しくは県ホームページで。
■問滋賀県女性活躍推進課
(7０７７－５２８－３７７１）

【と　き】10月24日(土)、25日(日)
10時～16時

【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【ブース】250ブース(2.5ｍ×2.5ｍ)
【出店料】１日１ブース500円
【申込み】８月31日(月)までに①氏名

②住所③電話番号④メール
アドレス⑤希望ブース数⑥
出店物内容⑦希望日を電話
で下記まで。

■問･申命洸祭実行委員会　堀
(7０９０－４１９３－５４１１)

県内の中高生対象の軽音バンドコン
テスト大会。出場者を募集します。
【と　き】10月25日(日)10時30分～16時
【ところ】西浅井公民館(西浅井町大浦)
【応　募】電話受付の後、書類審査によ

り出場バンドを決定。(20組)
【参加料】１バンド1,000円
【演奏曲数】１～２曲（審査後決定）
【申込み】９月10日(木)までに下記まで
■問･申西浅井地区地域づくり協議会

(7８９－１１２５)

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】８月６日(木)13時30分～16時
【ところ】高月支所(高月町渡岸寺)
■問湖北介護・福祉人材センター
(7６４－５１２５)

◆子育て支援講習

◆市民寺小屋　環境美化活動について

◆福祉のお仕事探し出張相談

◆自衛官募集

◆健康教室

◆キノコと森の不思議な関係

◆古民家を守る新しい
耐震診断＆耐震補強説明会

◆あざい歴史の会「親子体験学習会―銅
鏡をつくろう！火おこしをしよう！―」

◆滋賀のイクメン・カジダン
フォトコンテスト2015

◆集まれ！中高生けいおんバンド
「奥びわ湖ポップフェスティバル」

◆命洸祭フリーマーケット出店者募集

募　集

◆こども夏休みイベント

◆ふなずし講習会
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不用品交換情報（６月24日現在）

ください（無料）
○ＣＤラジカセ○ラミネーター○ベ
ビーカー○キャンプ用品(ランタン、
テーブル、イス調理器具）○保温ジ
ャー○冷蔵庫○ぶらさがり健康器○
ミシン○アイロン○腹筋トレーニン
グマシン○キャンプ用品(テント、バ
ーベキューコンロ、タープ、寝袋）
○リアカー(小)
ゆずってください（有料）
○目覚まし時計○ラミネーター○窓
用エアコン
あげます（無料）
○学習机○整理たんす○食器棚○大
型冷凍庫○枕中材用パイプ○ＬＰガ
ス瞬間湯沸かし器○剣道着上下(紺色）
○水槽
ゆずります（有料）
○電動自転車○折り畳み自転車○大
人用自転車○琴一式○子ども用三輪
車○窓用エアコン○三味線
※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)

相　談

Eメール 

Eメール 


