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長浜は伝統文化がいきづき、歴史ロマンや美し
い自然の宝庫。
今回は、桜を見に豊公園にやってきました。豊

公園は日本さくら名所１００選に選ばれる長浜が
誇る数ある桜の名所の一つです。取材に訪れたこ
の日は、天気も良く心地良い春風のなか多くの花
見客が春を満喫している様子でした。
うららかな春の一日、時間を気にせず

のんびりとお気に入りスポットを探しに
街歩きに出かけませんか。
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ミシガン州民の
家庭でのホーム
ステイや生活体
験等で、アメリ
カの社会や文化
に触れ、友好親善を深めましょう。
【期　間】９月10日(金)～９月17日(金)
【定　員】40人（応募多数の場合は抽選）
【応募資格】滋賀県在住で、4月1日現

在で満18歳以上(高校生を
除く)等

【応募期間】５月６日(木)～６月11日(金)
■問財団法人滋賀県国際協会　
（1077-526-0931）
滋賀県商工観光労働部観光交流局
（1077-528-3062）

【と　き】５月23日(日)９時30分～
【ところ】六荘公民館「六角館」（勝町）
【内　容】撮影方法などを長浜新川周

辺で実際に撮影しながら学
びます。

【定　員】15人（応募多数の場合は抽選）
【参加費】無料
【持ち物】デジタルカメラ、筆記用具
【申込方法】メール・TEL・FAXのいず

れかで次まで
【締　切】５月16日（日）
■申 NPO法人IT育成会あすな　担当
若林（1６３－８３１９、FAX６
３－８３４３、ﾒｰﾙinfo@icr110.jp）

難病患者の療養環境改善に向け市民

のみなさんを対象にした講演会を開
きます。
【と　き】５月８日(土)13時30分～
【ところ】滋賀県立成人病センター

東館講堂（守山市）
【内　容】日本の難病患者運動の起源

といわれるスモンの闘い
をスモン患者の家族から
直に講演してもらいます。

【申込方法】①住所②氏名③電話番号④
参加人数を記入しFAXか
メールで次まで

■申NPO法人 滋賀県難病連絡協議会　
(ﾒｰﾙsiga-nanren@kvd.biglobe.ne.jp
TEL/FAX 077-510-0703)

五月晴れの青
空を華麗に泳
ぐ「こいのぼ
り」を見に来
ませんか。
【期　間】４月29日(祝・木)～５月７日(金)
【ところ】田町農村公園
☆お願い☆
お宅で使われなくなった「こいのぼ
り」がありましたら寄贈ください
■問田町自治会事務局　高宮
(1７３－２２１４)

【と　き】４月29日(祝・木)
10時～15時頃 ※雨天中止

【ところ】長浜ドーム前広場（田村町）
【出店数】約30店（衣類・食器等）
同時開催：長浜ひょうたんボウル
■問滋賀県アメリカンフットボール連盟
事務局　加藤(℡６２－３９１６)

湖北公民館では、今年度次の教室な
どを実施します。
☆公民館各種教室・・５月開講の健
康ヨガ教室や子ども楽しい英語教室
など17教室があります。
☆いきいき湖北市民大学・・５月よ
り年間８回の計画で落語家の森乃福
郎氏講演会を始め健康講座、一日バ
ス研修など多彩な学習内容です。
☆きらめきスクール・・６月より一
般女性を対象として、ブリザーブド
フラワーやガーデニングなど様々な
実習を年間７回学んでいただきます。
※開講日・受講料など詳しくは次まで
■申湖北公民館（1７８－１２８７）

米国大学から冨田人形を学びにこの
夏来日する大学生のホームステイ先
を募集します。

【受入期間】６月６日(日)～８月５日(木)
【来訪人数】９人
【募集家庭】９軒
※１人の受入を基本としますが、２
人１組の受入も募集します。

【締切り】４月30日(金)
■申びわ支所地域振興課
(1７２－３２２１)
冨田人形共遊団　阿部秀彦
(1７２－２０８２)

平成22年度生涯学習受講生募集

５月の空にこいのぼり

ひょたんボウル会場でフリーマーケット

ホームステイ受入家庭の募集

第18回滋賀県ミシガン州　　
友好親善使節団員の募集

日本の難病運動　講演と映画

デジタルカメラの使い方（初級編）

講座・教室 

募　集 

いきいき市民活動

母子手帳交付時や希望者に無料で配布します。
【掲載内容】
各種手当・助成金の案内と申請手続き
保育園・幼稚園の入園手続き
子育てに関する相談窓口　など

【配布窓口】
子育て支援課（東別館1階）
市役所本館1階案内窓口
各支所　など
■問子育て支援課　(1６５－６５１４)

長浜市子育てガイドブック

ながはま子育て応援ナビ（改訂版）を発行しました
交通事故にあわれた人の
ご相談に専門の相談員が
応じます
社団法人　日本損害保険協会　近畿支部

大津自動車保険請求相談センター
大津市中央3-1-8(大津第一生命ビル8階)

1０７７－５２５－３９５４
http://www.sonpo.or.jp

【相談日】月曜日～金曜日（祝日を除く）
9時～12時 13時～17時

※来訪される場合、事前にご連絡ください。

相談
無料

【お詫びと訂正】広報ながはま4月1日号の13頁「今年の三番叟役者」の小学校名に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

誤：長浜西小５年　　正：長浜小５年

現在のアナログのテレビ

放送は、平成23年７月24

日までに終了し、地上デジ

タル放送に完全移行します。そのため受信者の

みなさんにスムーズに地上デジタル放送へ移行

していただけるよう、総務省滋賀県テレビ受信

者支援センター（デジサポ滋賀）が、地上デジ

タル放送受信の相談会を開催します。

会場では、地上デジタル放送を受信するため

に必要な情報提供のほか、「デジタル放送を見ら
れるようにするにはどうすれば良いのか？」「今
のアナログテレビをそのまま使って見るのはど
うすれば良いのか？」など、ご自宅やお住まい
の地域でデジタル放送を受信するための具体的

な質問に個別にお答えします。

■問 滋賀県テレビ受信者支援センター＜デジサ
ポ滋賀＞（1０７７－５２６－８８２０
平日10時～18時）

《相談会の開催日と会場》
開催日

５月６日(木)

５月７日(金)

５月10日(月)

５月11日(火)

５月12日(水)

５月13日(木)

５月14日(金)

５月17日(月)

５月18日(火)

５月19日(水)

会　　場

市役所本館　玄関ホール

浅井支所　玄関ホール

びわ支所　玄関ホール

虎姫支所　玄関ホール

湖北支所　玄関ホール

高月支所　玄関ホール

木之本支所　玄関ホール

余呉支所　玄関ホール

西浅井支所　玄関ホール

相談時間

午前の部

10時～12時

午後の部

13時～16時

地デジを口実にした悪徳商法にご注意を！
テレビ調査や工事を口実に料金を不正に請求したり、総

務省やテレビ局などの関係機関の職員をかたり、切り替え
手数料などを架空請求する悪質な事例が発生しています。
デジタル放送への対応で総務省、テレビ局その関係機関

からお金を請求することは一切ありません。
このような請求を受けたときは、すぐに支払わず、近畿

総合通信局（1０６‐６９４２‐０８２０）または、お近
くの警察署や環境保全課消費生活相談窓口（1６５－６５
６７）にご相談ください。

地デジ「なんでも相談会」を開催します
無料

「子育て支援センター事業」はお住いの地域に関係なく、自由に参加できます。 開館時間：9時～17時

★４月から、支援センターの名前が新しくなりました！

★拠点となる子育て支援センターにおいてさまざまな事業を行います。

★虎姫・湖北・木之本・余呉・西浅井の各地域においては、それぞれ広場を行います。

名称
住所・電話
名称

住所・電話
名称

住所・電話
名称

住所・電話

施設名称

サンサンランド

こどもらんど

のびのびらんど

あいあいらんど

場　　所
虎姫コミュニティセンター
保健センター湖北分室
保健センター木之本分室
保健センター余呉分室
保健センター西浅井分室

出張広場名
ぴよぴよ広場
ゆめ広場
わんぱく広場
きらきら広場
たけのこ広場

５月の予定
06日（木） 13日（木） 20日（木） 27日（木）
13日（木） 17日（月） 28日（金） 31日（月）
06日（木） 12日（水） 19日（水） 28日（金）
10日（月） 18日（火） 24日（月）
07日（金） 14日（金） 20日（木） 27日（木）

6日(木)おはなしタイム 11日(火)赤ちゃん体操 14日(金)親子でおどろう 20日(木)英語であそぼう
25日(火)おはなしタイム ※なかよし広場　21日（金）、26日（水）、27日（木）

12日(水)ママぴよ広場 14日(金)赤ちゃんおいで広場 19日(水)おはなしタイム 21日(金)わくわく広場
28日(金)ちびっこおいで広場

13日(木)おはなしタイム 21日(金)おはなしタイム 24日(月)親子リトミック
※のびのびひろば　10日（月）、17日（月）、31日（月）

7日(金)おはなしタイム 11日(火)親子リトミック 19日(水)おはなしタイム
21日(金)赤ちゃん広場・プレママ広場 26日(水)あいあい広場

５月の予定

新 旧
サンサンランド子育て支援センター

こどもらんど子育て支援センター

のびのびらんど子育て支援センター

あいあいらんど子育て支援センター

〒526-0036 地福寺町４－３６（長浜市児童文化センター内）1６２－３７１２

〒526-0235 佐野町４７（浅井子どもの館内）1７４－４５６７

〒526-0116 八木浜町２６－１（びわ認定こども園内）1７２－８１７７

〒529-0264 高月町柳野中４００（旧つどいの広場ピッコロ）1８５－５５７７

長浜地域子育て支援センター

浅井地域子育て支援センター

びわ地域子育て支援センター

ー

※なかよし広場・のびのびひろばは、事前に登録が必要です。詳しくは広報４月１日号23頁をご覧ください。



5 広報ながはま　2010年４月15日 広報ながはま　2010年４月15日 4

『戦国廃城紀行　
敗者の城を探る』
著／澤宮優
河出書房新社

少年時代に出会った中世の城跡。石
垣も櫓も天守閣も濠もない。熊本城
と、えらい違いだ。以来、著者は廃
城に魅せられるようになった。打ち
棄てられ雑草に埋もれた廃城は、歴
史が、勝者・強者によって作られる
ことを物語る。小谷城や佐和山城な
ど、県内の６城趾も登場する。

『オスカー
－天国への旅立ちを知らせる猫－』
著／デイヴィッド・ドーサ

早川書房
終末期の認知症。家族での介護が限
界になった時、ステアー・ハウスを
訪れると、そこには親身になって介
護にあたるスタッフ達と、猫のオス
カーが待っている。死期が近づいた
患者に寄り添うオスカーの姿は、ホ
スピスケアの本当の重要性を気づか
せてくれる。

『ワンガリの平和の木 ～アフリ
カでほんとうにあったおはなし～』
作／ジャネット・ウィンター

訳／福本友美子
ＢＬ出版

ワンガリ・マータイは、ケニア山の
ふもとの緑豊かな村に生まれまし
た。ところが、アメリカ留学からも
どってみると、ふるさとの村はすっ
かりかわっていたのです。グリーン
ベルト運動によってアフリカに緑を
とりもどし、ノーベル平和賞を受賞
したワンガリ・マータイさんの伝記
絵本。

お問合せ先：長浜図書館（763－2122） 浅井図書館（774－3311） びわ図書館（772－4305)
虎姫図書館（773－2335） 湖北図書館（778－1687） 高月図書館（785－4600）

ホームページhttp://www.library.city.nagahama.shiga.jp/ 携帯電話http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/

◆休館日 ■は休館日です。 長浜・浅井・びわ図書館 【開館時間：10時～19時】 虎姫・湖北・高月図書館 【開館時間：10時～18時】

15

長　浜
浅　井
び　わ
虎　姫
湖　北
高　月

４　　　　　　月 ５　　　　　　月

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 火 水 木 金 土 日 月 火 水金 土 日 月木
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

※各図書館では、様々な月例行事を行っています。詳しくは各館へお問合せください。(図書館のホームページにも掲載中)

本は市内どの図書館でも予約・取り寄せできます。

「子ども読書の日」は、子どもの読書活動への関心・理解
を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため
に設けられました。社会全体を通じて、子どもの自主的な読
書活動が、より一層高められることが望まれます。
また、今年は「国民読書年」で「文字･活字文化振興法」

が制定されてから５周年にあたります。
本と人との幸福な出会いを、図書館は応援します。

４月23日は「子ども読書の日」
＜子ども読書の日　主な記念行事>

子ども読書の日　記念おはなし会
４月24日（土） 11時～　＜びわ図書館＞

15時～　＜高月図書館＞

スタンプラリー大会
４月23日（金）～５月31日(月) ＜全館＞

「こどもの読書週間」

４月23日～５月12日

各教室 
５月～７月開講 

★運動不足解消、筋力維持を目指そう！
教　　室　　名

はじめての
ﾌｨｯﾄﾈｽﾌﾗﾀﾞﾝｽ教室

リフレッシュ体操教室

初心者卓球教室

初心者バドミントン教室

初心者ソフトテニス教室

対 象

一般

一般

中高年

一般

中高年

一般

一般

受講料 曜日・時間 定員 講　　師 内　　　　容
６回

4,000円

10回

7,000円

４回

3,000円

10回

7,000円

６回

4,000円

水曜日

10:00～11:30

木曜日

10:00～11:30

木曜日

10:00～11:30

水曜日

10:00～11:30

火曜日

10:00～11:30

ＡＦＡＡ認定

藤本朋子先生

ＡＦＡＡ認定

藤井聡子先生

長浜市卓球協会

長浜市

バドミントン協会

長浜ソフト

テニス協会

初心者のためのフラダンス運動

です。

音楽に合わせた軽運動です。

初心者大歓迎。

ラケットの握り方からなど基礎

から指導します。

初心者のためのバドミントン教

室です。

初心者のためのソフトテニス教

室です。

20人

20人

20人

20人

20人

★美しく健康な体をつくろう！
教　　室　　名

美しい姿勢づくり
初心者ピラティス教室
ビューティーヨガ教室

夜コース
ビューティーヨガ教室

昼コース

対 象

一般

一般

一般

受講料 曜日・時間 定員 講　　師 内　　　　容
10回

7,000円

10回

7,000円

10回

7,000円

土曜日

10:00～11:00

水曜日

19:45～21:00

火曜日

13:30～14:45

ＡＦＦＡ認定

藤井聡子先生

日本ヨガ連盟認定

北京子先生

日本ヨガ連盟認定

北京子先生

身体のゆがみやボディバランス

を整えます。

美しく健康な身体づくりに最適

なヨガ教室です。

美しく健康な身体づくりに最適

なヨガ教室です。

25人

30人

30人

★お父さんもしっかり運動しよう！
教　　室　　名

燃やせ脂肪！筋力UP！
男のエクササイズ教室

対 象

一般

男性

受講料 曜日・時間 定員 講　　師 内　　　　容

10回

6,000円

水曜日

18:30～19:30

県ウエイトリフ
ティング協会
米田久男先生

無理なく続けられる筋力トレー

ニングを指導します。
15人

★音楽に合わせて親子で楽しく運動しよう！
教　　室　　名

おやこ ＤＥ
あそビクス教室

対 象

2,3歳児と

保護者

受講料 曜日・時間 定員 講　　師 内　　　　容

10回

7,000円

金曜日

10:00～11:00

ＡＦＡＡ認定

藤本朋子先生

音楽にあわせて親子で楽しくリ

ズム体操♪

15組

30人

【申込方法】所定の申込書に必要事項を記入のうえ、受講料を添えて市民体育館
（宮司町）まで申込みください。電話での申込みも可能です。
ただし定員になり次第受付終了となります。

【そ の 他】定員に達しない場合は、開講しない場合もございます。
受講料は原則としてお返しできません。

■申 長浜市民体育館
（7６３－９８０６）

【と　き】５月18日～６月10日　毎週火・木曜日（全８回）※19:30～21:00
【ところ】浅井文化スポーツ公園テニスコート（人工芝コート）
【対　象】高校生以上の男女
【内　容】ラケットの握り方、ストローク、ダブルスゲームなど
【定　員】20人（先着順）
【参加費】7,000円（全８回） ■申 浅井B&G海洋センター（7７４－３３５５）

※４月18日（日）より受付を開始します。（電話予約可）
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ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ

7 広報ながはま　2010年４月15日

ほけんだより
健康推進課(長浜市保健センター)
7６５－７７７９

■■長

木之本健康推進事務所(保健センター木之本分室）
7８２－５９０４

■■木

保健センター浅井分室■■浅 保健センターびわ分室■■び 保健センター高月分室■■高

集団予防接種 受付時間13時10分～14時30分

【持ち物】母子健康手帳、体温計、予診票(すこやか手帳内にあります)をお持ちください。

個別予防接種 各医療機関で実施します。【麻しん・風しん、三種混合、二種混合】

【持ち物】母子健康手帳、保険証
※予約が必要です。直接医療機関に予約してください。
※料金無料（年齢が対象外の人は実費）
※実施医療機関等詳しくは、４月15日配布の『平成22年度長浜市健康づくり日程表』を確認ください。

※予防接種・健診会場の各センターを記号で表示しています。

※12時から受付名簿を出し、13時10分から順に
お呼びします。

《BCG》

《ポリオ（急性灰白髄炎）》

生後３か月から６か月未満のお子さん

※接種期間が短いので、三種混合やポリオの予

防接種より先に受けましょう。

接種年齢と方法 対象地区 接種日 会場

■長

■浅

■高

長浜地区

浅井・びわ・虎姫・湖北地区

高月・余呉・木之本・西浅井地区

4月30日(金)
5月31日(月)
5月19日(水)
6月14日(月)
5月17日(月)
6月01日(火)

４ か 月 児 健 診

1 0 か 月 児 健 診

１歳８か月児健診

２歳８か月児健診

３歳８か月児健診

問合せ・連絡先 健康推進課
7６５－７７７９

木之本健康推進事務所
7８２－５９０４

H21年12月生
H22年01月生
H21年07月生
H20年9月01日～15日生
H20年9月16日～30日生
H19年9月01日～15日生
H19年9月16日～30日生
H18年9月01日～15日生
H18年9月16日～30日生

4月27日(火)
5月28日(金)
5月27日(木)
5月20日(木)
5月24日(月)
5月14日(金)
5月17日(月)
5月07日(金)
5月11日(火)

4月28日(水)
5月26日(水)
5月12日(水)

5月25日(火)

5月13日(木)

5月17日(月)

―
5月20日(木)
5月25日(火)

5月19日(水)

5月27日(木)

5月13日(木)

健診名
対象児の生年月日

※すでに受診されたお子さん
は除きます

健診日と会場（対象地区別）

長浜地区のお子さん 湖北・虎姫・びわ・
浅井地区のお子さん

高月・木之本・余呉・
西浅井地区のお子さん

健診日 健診日 健診日会場 会場 会場

■長 ■浅

■木

■高

生後３か月から90か月（７歳６か月）未満

のお子さん

※41日以上の間隔をあけて２回服用しまし

ょう。

※できるだけ１歳半までにすませるように

しましょう。

接種年齢と方法 対象地区 接種日 会場

■長

■浅

■高

長浜小学校区
神照小学校区
長浜南・南郷里・北郷里小学校区

対象地区で受けられなかったお子さん

浅井・虎姫地区
湖北・びわ地区
対象地区で受けられなかったお子さん
高月・余呉地区
木之本・西浅井地区

4月21日(水)
4月26日(月)
5月10日(月)
5月13日(木)
5月18日(火)
5月21日(金)
4月19日(月)
5月11日(火)
5月14日(金)
4月16日(金)
5月12日(水)

☆お願い☆　混雑を避けるため、対象者を地区ごとに分けています。
できるだけお住まいの地区の日程で受けてください。

乳幼児健診 受付時間13時10分～14時

離乳食教室の参加者募集 お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。

※12時から受付名簿を出し、13時10分から順にお呼びします。

【持ち物】各 健 診 共 通：母子健康手帳、質問票
１歳８か月健診：お子さんの歯ブラシとコップ
２歳８か月健診：お子さんの歯ブラシとコップ、聴覚検査結果表
３歳８か月健診：お子さんの歯ブラシとコップ、お子さんの尿（清潔な容器に

入れてお持ちください）
※乳幼児健診は、お住まいの地区の保健センター分室で受けてください。
※他の会場で受ける際は、２日前までに下表の問合せ先へ連絡ください。

妊娠中の相談、お子さん育児についての相談は・・・
《妊婦乳幼児相談》
(保健センターでの来所相談) ※２日前までに申込みください

長浜地区にお住まいの人

湖北、虎姫、びわ、浅井地区に
お住まいの人
高月、木之本、余呉、西浅井地
区にお住まいの人

５月19日(水)

５月28日(金)

５月11日(火)

健康推進課
7６５－７７７９

木之本健康推進事務所
7８２－５９０４

対　　　象 相談日 会場 申込先

■長

■浅

■高

離乳食教室
（初期）

対象と定員 日　時 会場 申込先

Ｈ21年12月生のお子さんと保護者
（地区の指定はありません）
定員／20人（先着順）

5月14日(金)
9時30分～11時30分
5月17日(月)
9時30分～11時30分

■木

■び

健康推進課
7６５－７７７９

※生後７か月のお子さんと保護者を対象とした離乳食教室(中期)は、６月から実施予定です。

５月から次の健診が始まります

成人の健診日程は広報ながはまには掲載されませ
ん。広報ながはま４月15日号と一緒に配布され
た『健康づくり日程表』（レモン色）で確認のう
え受診してください。なお、０次健診とがん検診
には定員があります。早めに申込みください。

成人の健診日程等は

｢健康づくり日程表｣で確認ください。
０
ぜろ

次
じ

健診
(要予約)

がん検診
(要予約)

結核
健康診断
〔胸のレントゲン〕
(予約不要)

すくすく赤ちゃん電話

平日 8:30～17:15

7６５－０８００
（健康推進課内）

7８２－５９０４
（木之本健康推進事務所）

５月の
健康
教室

日時：５月13日(木) 13時30分～
場所：市民交流センター　ふれあいホール
講師：市立長浜病院

副院長 泌尿器科部長 村中幸二先生
内容：泌尿に関する症状について原因、症状、

疾患、治療方法を解説します。

『おしっこが
近い、もれる、

でにくい』
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このコーナーは、市民のみなさんの活
動の様子やまちで見かけたほっとな話題
を紹介するページです。
あなたが見つけたおもしろいものがあ

れば、秘書広報課広報広聴グループ（7
６５－６５０４）までお知らせください。

『長浜米原休日急患診療所』の開所式が長浜市保健セ
ンターで行われました。この診療所は、長浜市と米
原市が連携し、湖北医師会などの協力のもと運営を
されています。開所式では、(社)湖北医師会の下坂
幸正会長が、「地域住民の方々が安心して暮らせるよ
うに努めていきたい。」と述べられました。
※診療時間など詳しくは、広報ながはま４月１日号
10頁をご覧ください。

日曜・祝日・年末年始（休日）の急患は
長浜米原休日急患診療所へ

3 28(日）

国道８号の西浅井町塩津浜地先に滋賀県で15番目の
道の駅「塩津海道あぢかまの里」がオープンしまし
た。この道の駅は、西浅井地域の新鮮な農水産物を
販売するお店と特産品をゆっくり味わうお食事処が
あるほか、来訪客に展示パネル等で地域の魅力を紹
介する水の駅交流館も整備されています。みなさん
も一度訪れてみてはいかがですか。

道の駅「塩津海道あぢかまの里」
オープン

3 13(土）

長浜文化芸術会館で、「浅井三姉妹　その物語と史実の
間で～語りと音楽でつづる大河ドラマの世界～」が開
催され、大勢の歴史ファンでにぎわいました。これは、
来年の大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」にちなんで
の企画。時代考証を担当する小和田哲男氏らからヒロ
イン「お江」を中心に浅井三姉妹の実像や生き様など
の話があり満席の会場は大いに盛り上がっていました。

大盛況！長浜城歴史博物館友の会
25周年記念イベント

3 20(土）

お年寄りや子どもにやさしいノンステップバスで、
自転車を積みこめる「北近江戦国バス」の出発式が
長浜駅東口バスターミナルで行われました。注目す
べきはその機能だけでなく個性的なデザイン！浅井
三姉妹（江・茶々・初）などのキャラクターが車体
全面を彩ります。目にも鮮やかで、高機能、思わず
行動範囲が広がりそうなこの新型バスは4月から市
内を運行しています。

発進！ラッピングバス

3 30(水）

３月の修了式をもってその役目を終えた西黒田幼稚
園で、学舎に別れを告げる感謝の催しが行われまし
た。40年もの間園児たちの憩いの場となり送りだし
た卒園者は延べ1111人。この日は、子どもたちに
よる歌の披露やちびっこ相撲大会など心温まる催し
が多数行われ、在園児やＯＢ、関係者ら約500人が
集い世代を超えた同窓会となりました。

ありがとう西黒田幼稚園

3 28(日）


