
情報ひろば 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（☎６５－６５０４）までご連絡ください。

催　し
◆講演会「戦国武家の生活文化」
【と　き】　 ５月13日（金）13時30分～
【ところ】　 浅井図書館（大依町）
【講　師】　 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
　　　 　 文献調査専門員  佐藤 圭 氏
【定　員】　 60人（先着順）
【参加費】　 500円
【申込み】　 電話で下記まで。
問浅井歴史民俗資料館
　（☎７４－０１０１）

◆第14回チャリティ茶会
「女性と女児に輝く未来を」をテーマ
に、茶会を開きます。
【と　き】　 ５月18日（水）10時～15時
【ところ】　 北ビワコホテルグラツィエ
【お茶券】　 4,000円（香煎席、薄茶席、

点心席）
【申込み】　 チケットは北ビワコホテル

グラツィエもしくは下記まで。
問国際ソロプチミスト長浜  下村
　（☎６３－６０８０）

◆一日回峰行
歴史と季節を小谷城山麓で体感くださ
い。下山後、講演会と茶会を開きます。
【と　き】　 ５月21日（土）９時～
　　　 　 悪天候時29日（日）
【集合場所】　 五先賢の館（北野町）
【対　象】　 小学生以上（３年生以下は

保護者同伴）
【定　員】　 70人（先着順）
【講　演】　 「大河ドラマ真田丸・その時代」
　　　 　 西原雄大 学芸員
【参加費】　 500円（小・中学生無料）
【申込み】　 氏名、電話番号を電話また

はＦＡＸで下記まで。
問・申  五先賢の館（☎７４－０５６０  

７４－０９１０）

ちで介助者の同行が必要な
人は下記まで問合せ。

【定　員】　 50人 
（応募多数の場合は抽選）

【参加費】 　 5,000円程度 
（介助者自己負担）

【応募方法】　 はがきに①郵便番号、住所、氏
名（ふりがな）、生年月日、性別、
戦没者との続柄、電話番号、②
戦没者の氏名（ふりがな）、戦没
時の本籍都道府県名、陸・海軍
の別を記入して下記まで（５月
31日（火）消印有効）

問・申  滋賀県健康福祉政策課援護係
　　（☎０７７－５２８－３５１４
　　〒520-8577大津市京町四丁目1-1）

◆ 国際フェスタ～ながはま多文化共生～
スタッフ募集

国籍を超えた仲間と一緒にイベントを
作り上げませんか。皆さんのアイデアが
イベントになります。どなたでも参加い
ただけます。申込みは電話で下記まで。
○第１回ミーティング
【と　き】　 ５月30日（月）19時～
【ところ】　 長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスＧ
ジ オ

ＥＯ（神照町）
問・申  長浜市民国際交流協会
　　（☎６３－４４００）

◆日本語教室ボランティア講師募集
長浜ユネスコ協会では、市内に暮らす
外国人の生活を支援するため、日本語
教室を開講しています。授業は日本語
で行います。日本語教育に関心のある
人や国際交流に携わりたい人はご連絡
ください。資格は不要です。
【開講日】　 週２回（水・土曜日）
　　　 　 19時～20時30分
　　　 　 ※どちらかの曜日だけでも可
【会　場】　 長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスＧ
ジ オ

ＥＯ（神照町）
問・申  長浜ユネスコ協会事務局 
〈生涯学習課内〉（☎６５―６５５２）

相　談
◆福祉のお仕事探し出張相談
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】　５月13日（金）
　　　 　 13時30分～16時
【ところ】　 北部振興局（木之本町木之本）
問湖北介護・福祉人材センター
　（☎６４－５１２５）

◆いきいき健康フェスティバル！
「幸せは心と体の健康から」をテーマに、
子どもから大人まで楽しめるイベントです。
ぜひご家族そろって遊びにきてください。
【と　き】　 ５月22日（日）10時～16時
【ところ】　 長浜バイオ大学（田村町）
【内　容】　 講演会、健康講座、血管年齢測

定、血糖値測定、お薬相談、歯
科検査、体力測定、骨密度測
定、手術縫合体験、科学実験教
室、ちびっこ薬剤師体験、ロー
ドトレイン、消防はしご車見学、
献血、野外ステージ、飲食など

問NPO法人健康づくり０
ゼロ

次クラブ
　（☎０７４９－５０－３１９１）

◆ピュアブラス 第３回定期演奏会 
長浜市・米原市でのイベントなどを中心
に、地域に根付いた演奏活動をしている
吹奏楽団「ピュアブラス」の定期演奏会です。 
【と　き】　 ５月22日（日）
　　　 　 13時30分開場　14時開演 
【ところ】　 ルッチプラザ（米原市長岡）
【曲　目】　 ほら吹き男爵の冒険
　　　 　 サザンオールスターズ・メ

ドレー、ミス・サイゴン  他
※申込不要、入場無料 
問ピュアブラス　伊藤
　（☎０９０－８６５４－９８１８）

◆国際交流特別講演会
外国人市民が消防団として活躍してい
る草津市の取り組みを紹介する講演会
です。交流会にもぜひご参加ください。
【と　き】　 ５月22日（日）
　　　 　 講演会 14時～　交流会 15時～
【ところ】　 長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスＧ
ジ オ

ＥＯ（神照町）
【講　師】　 草津市危機管理課防災専門監
　　　 　 岩佐卓實 氏 ほか
【定　員】　 50人
【参加費】　 講演会は無料。交流会500円（会員無料）
【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会（☎６３－４４００）

◆相続等無料相談会
司法書士、弁護士、税理士が、相続・
遺言・不動産・税金・裁判等の相談を
無料で受付けます。些細なことで
も、お気軽にご相談ください。
【と　き】　５月29日（日）13時～17時
【ところ】　 米原公民館（米原市下多良）
※予約を優先します。
問司法書士法人equal（イコール）
　（☎０７４９－２４－５１３１）

講座・教室
◆弓道スポーツ教室
弓道をやってみたいと思っていた社会
人の皆さん、気軽にご参加ください。
【と　き】　 ５月24日（火）～６月21日（火）の

毎週火・土曜日19時30分～21時
【ところ】　 長浜市民弓道場（宮前町）
【受講料】　 5,000円（全９回分）
【申込み】　 電話で下記まで。
○弓道無料体験教室もあります。
【と　き】　 ５月22日（日）13時30分～16時
【申込み】　 電話で下記まで。
問・申長浜市民弓道場（☎６３－０２１２）

◆硬式テニススクール受講生募集
【と　き】　 ５月25日、６月22日、29日、

７月13日、７月27日、８月
３日、31日、９月21日

　　　 　 19時30分～21時（全て水
曜日）

【ところ】　 長浜バイオ大学ドーム
　　　　屋内コート（田村町）
【対　象】　 11歳以上の初級者
【受講料】　 7,000円（全８回）
【定　員】　 24人（先着順）
【申込み】　 ５月18日（水）までに名前と

連絡先メールで下記まで。
問・申長浜テニス協会
　　*nagahamatennis@yahoo.co.jp

募　集
◆全国戦没者追悼式参列者募集
８月15日（月）に日本武道館で開催予定の
全国戦没者追悼式に参列する遺族を募集。
【対　象】　 戦没者の配偶者、子、父

母、兄弟姉妹、孫で８月14日
（日）～15日（月）の１泊２
日の団体行動ができる人　
※原則１柱１回。２回目の参
加希望者やしょうがいをお持

不用品交換情報（４月18日現在）
◆ください（無料）
○大人用自転車○洗濯機○子ども
用自転車○子ども用スキーウェア
○マッサージチェア○小学校体操
服○ラミネーター○将棋一式○家
庭用ミシン○エレクトーン○衣紋
掛け○踊り用扇子○電子ピアノ○
和布団とマットレス○サイドボー
ド○子ども用トランポリン○パラ
ボラアンテナ○米の保管庫○冷蔵
庫○植木鉢○ガスコンロ○一人が
けソファ
◆ゆずってください（有料）
ラミネーター○子ども用自転車○
踊り用扇子
◆あげます（無料）
○植木鉢○オーディオラック○猫
の小屋○灯油ポリタンク○ガスコ
ンロ○食品棚○洋画ビデオテープ
○大型スチール棚
◆ゆずります（有料）
○キーボード○ポップアップトー
スター○男性用ボウリングシュー
ズ、ボール○ベビーベッド○三輪車
○パラボラアンテナ○布団乾燥機

※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（☎６５－６５１３）

弁護士法人

おうみ法律事務所

〒526-0031　長浜市八幡東町225
代表弁護士  竹内  寛 （滋賀弁護士会所属）
HP : http://www.ohmi.lawyers-office.jp

有料広告欄

長浜米原休日急患診療所
５・６月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ５月１日、３日、４日、５日、
８日、15日、22日、29日 
６月５日、12日、19日、26日

【診療時間】　 ９時～18時
【診療科】　 内科・小児科
【受付時間】　 ８時30分～11時30分
　　　 　 12時30分～17時30分
【場　所】　 宮司町1181－2
　　　 　 湖北医療サポートセンター
　　　 　 「メディサポ」内
【電話番号】　 ６５―１５２５
※ 受診時は保険証・お薬手帳・母子
健康手帳（乳幼児の場合）をお忘
れなく。
※ 診療日は日曜・祝日・年末年始（12
月30日～１月３日）です。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 ５月12日（木）10時～14時
　　　 　 ５月21日（土）12時～16時
　　　 　 ６月２日（木）10時～14時
【ところ】　 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
　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

結婚相談
【長浜地域】　 ５月26日（木）18時～20時
　　　 　 市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】　 ５月27日（金）18時～20時
　　　 　 湯田公民館（内保町）
【びわ地域】　 ５月27日（金）19時30分～21時
　　　 　 びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】　 ５月27日（金）18時～20時
　　　 　 虎姫公民館（田町）
【湖北地域】　 ５月19日（木）18時～20時
　　　 　 湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】　 ５月11日（水）13時～15時
　　　 　 高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】　 ５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】　 ５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】　 ５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（☎６５－６５３６）
　 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。
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