
有料広告欄

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。

師

12月10日（土）西友長浜楽市店駐車場
【受付時間】10時～12時、13時～15時30分
★400mL全血献血をお願いします。

※ 詳しくは滋賀県赤十字血液センターホーム

ページまで。（http://shiga.bc.jrc.or.jp/）

12月の長浜市民献血デーに
ご協力ください

【作品規格】毛筆による書で、書き初めに
ふさわしい字句のもの。
作品は画仙紙全紙縦半切
（縦約140㎝×横34㎝）で、
紙質は自由（用紙は縦に使
用）。また軸表装をする。た
だし高校生は書き下しのま
ま仮巻き軸に貼る。

【出 品 料】一般・大学生2,000円
　　　　　 高校生無料
【搬 　入 】１月27日（金）・28日（土）
　　　　　 10時～16時　西浅井公民館
【申 込 み】搬入時に受け付けます。
問書を活かした地域づくり実行委員会
　（☎８９－１１２５）

相　　談
◆法的トラブルでお困りの人へ
金銭・離婚・相続・労働問題など法的
トラブルでお困りの人は、お電話を。
解決に役立つ法制度の紹介や相談窓口
の情報を無料で案内します。また、経
済的に余裕のない人が法的トラブルに
あったときに、弁護士による無料法律
相談や必要に応じて弁護士・司法書士
費用の立替えを行っています。
問法テラスサポートダイヤル
　（☎０５７０―０７８３７４）
　法テラス滋賀
　（☎０５０―３３８３－５４５４）
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不用品交換情報（11月11日現在）
◆ください（無料）
○衣類乾燥機○蒸し器○臼と杵○二槽式
洗濯機○大人用三輪自転車○プリンター
（Windows10対応）○体重計○血圧計○折
りたたみ自転車○NECのワープロ○食卓用
テーブルとイス○婦人用自転車○補助輪付き
子ども用自転車○電動ミシン
◆あげます（無料）
○プラズマテレビ（42型）○家庭用耐火金庫
○大正琴○素焼きの鉢○本棚○ラジコンヘ
リコプター○プラモデルキット
※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）

12月の税・料
固定資産税・都市計画税 ４期 
国民健康保険料 ７期
介護保険料 ７期
後期高齢者医療保険料 ６期

長浜米原休日急患診療所
12・1月の診療日のお知らせ

【診療日】　 12月４日、11日、18日、23日、
25日、30日、31日
１月１日、２日、３日、８日、
９日、15日、22日、29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
※ 電話は、おかけ間違いのないようにご
注意ください。

※ 受診時は健康保険証・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）

長浜市公式Instagram
 「#長浜ちょぴっく」を開設しました！
写真をメインツールとした手軽な情報
発信手段として知られるInstagram（イ
ンスタグラム）。文化や景観、生活や食など
長浜の魅力を余すことなく発信します。
【閲覧方法】
スマートフォンやタブレット端末で、
Instagramアプリをダウンロードし、「#
長浜ちょぴっく」で検索してください。

【長浜地域】 12月15日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 12月16日（金） 17時～19時
湯田公民館（内保町）

【びわ地域】 12月16日（金） 19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】 12月16日（金） 18時～20時
虎姫公民館（田町）

【湖北地域】 12月15日（木） 18時～20時
湖北公民館（湖北町速水）

【高月地域】 12月14日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 12月15日（木） 15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】 12月17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】 12月21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。

結婚相談

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　12月17日（土）12時～16時
　　　　 １月５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）
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お知らせ
◆電気の子メーターを使用の人へ
電気の子メーターとは、貸しビル・ア
パート等で一括して電力会社に支払っ
た電気料金を、各テナント等の電気の
使用料に応じて配分するために用いる
電気計器です。子メーターには計量法
で有効期限が定められており、これを
過ぎた子メーターは取り替える必要が
あります。最寄りの電気工事店等に相
談ください。
問 関西地区証明用電気計器対策委員会
事務局（日本電気計器検定所関西支社
内）（☎０６－６４５１－２３５５）

◆建退共制度をご利用ください
建退共制度とは建設現場で働く人が退
職したときに業界全体で退職金を支払
う制度です。国の制度なので安全・確
実で、申込み手続きは簡単です。
【加  入  者】建設業を営む事業主
【対象労働者】建設業の現場で働く人
【掛  け  金】日額310円
※ ４月１日から制度が一部変更してい
ます。詳しくは建退共のホームペー
ジをご覧ください。 

問建退共滋賀県支部
　（☎０７７－５２２－３２３２）

催　　し
◆きゃんせ土曜市
【と　き】12月10日（土）　11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】   鮮魚特売セール、抽選会（な

くなり次第終了）、うどん・
そば・おにぎり・いなり寿司

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

講座・教室
◆ヨガ教室
楽しく体を動かしましょう。
【と　き】12月９日（金）９時45分集合
　　　　 10時～11時20分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】小宮山 和子 氏

【対　象】どなたでも
【定　員】15人（先着順）
【参加費】500円
【申込み】電話かメールで下記まで。
※託児あり 先着５名（100円）
問・申 Heart Train dai～dai～　村山
     （☎０９０－４０３８－８８９９）
　　*daidai.risa@gmail.com

◆本場中国の餃子作り教室
中国人講師による料理講習会。本場中
国の餃子（水餃子）を作ります。

【と　き】12月11日（日）　10時～13時
　　　　 １月15日（日）　10時～13時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【参加費】１回500円（会員１回300円）
※１回だけの参加も可能。
【定　員】各20人（先着順）
【持ち物】エプロン、マスク、三角巾
【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜市日中友好協会
 　　（☎０９０－９９１６－３３８９）

◆迎春用いけばな講習会
お正月らしい華やかな生花を作ります。
玄関やお部屋に花々を飾り、新年を迎
えましょう。

【と　き】12月25日（日）　10時～12時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【参加費】3,000円（材料費込み）
【講　師】 いけばな「草月流」
　　　　 大村 シゲ 氏

【持ち物】はさみ、空の500ml牛乳パック
【定　員】15人（先着順）
【申込み】12月18日（日）までに電話で下

記まで。
問・申市民交流センター（☎６５－３３６６）

募　　集
◆長浜市子ども議会 子ども議員募集
みんなの意見を市議会に届けよう。

【と　き】・事前学習会①
　１月14日（土）　９時～12時
・事前学習会②

　２月４日（土）　14時～16時
・子ども議会本会議
　２月11日（土）　９時～12時

【ところ】市役所本庁舎（八幡東町）
【対　象】市内の小学５・６年生
【定　員】26人
【申込み】 12月15日（木）までに応募用紙

を通学する学校まで。
※応募用紙は各学校で配布します。
問・申長浜東ロータリークラブ
　　 （☎６３－３５００）

◆湖北のふるさと見聞講座
湖北の自然や歴史・文化を次世代に継
承するため、見聞講座を開きます。観
光ボランティアガイドに関心のある人
はぜひお越しください。
【と　き】  ・１月17日（火）　９時～12時
　　　　 　湖北の歴史・文化の特色を学習
　　　　 ・２月７日（火）　９時～12時
　　　　　　 湖北の自然について学習、

観光ボランティアガイドの
活動紹介

　　　　 ・３月７日（火）　９時～12時
　　　　　　６つのコースから１つ選ん

でガイドに同行
【ところ】長浜・米原市内
※詳細は申込み後に連絡します。
【受講料】1,000円（初日に集金）
【定　員】50人（先着順）
【申込み】  12月25日（日）までに、氏名・

住所・電話番号を記入しFAX
で下記まで。

問・申観光振興課
　（☎６５－６５２１／ ６４－０３９６）

◆第12回奥びわ湖書き初め展覧会
　作品募集
【展示期間】２月18日（土）～26日（日）

９時～17時（最終日は15時まで）
【と こ ろ】西浅井運動広場体育館
              （西浅井町大浦）
【応募資格】県内に在住または通勤・通学

する人、または県内の書道
教室・クラブ等の団体に所
属する人。
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