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芸術の秋in長浜

10月２日（土）・３日（日）の２日間、長浜芸術版楽市楽座
アート・イン・ナガハマ2010が開催され、多くの人で中心市街
地一帯が賑わいました。
この催しは、1987年に長浜を芸術あふれるまちにしたいとの
熱い思いから始まり、24回目を迎えた今回は218組の出展者が
参加。作家さんたちのオリジナル作品がまちを彩り、訪れた人と
のふれあいがいたるところで見られました。

10月15日号
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～水田農家の皆さんへ～

10月下旬、戸別所得補償モデル対策の
交付申請書をお届けします
戸別所得補償モデル対策の交付金は、２回（１２月支払い、３月支払い）に分けて交

付します。まず１２月支払いは、米モデル事業の1.5万円/10a（定額部分）及び自給
力向上事業の麦、大豆、飼料用作物〔3.5万円/10a〕及び新規需要米〔8万円/10a〕
を交付します。
10月下旬に年内交付分の交付申請に関する書類が届きますので、交付申請書に押印

いただき提出をお願いします。

■問 近畿農政局滋賀農政事務所地域第二課（7０７４９－５２―５８９０)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

第12回長浜市長杯親善ビーチボール大会
スポーツの秋！ビーチボールでいい汗を流しましょう。
【と　き】11月21日(日)９時から13時頃
【ところ】長浜市民体育館（宮司町）
【競技区分】小学生の部８チーム以内、一般の部（男女混合可）12チーム以内、

一般女子の部12チーム以内、交流の部12チーム以内
【参加定員】１チーム４人以上７人以内（監督含む）
【参加費用】１チーム1,500円（保険含）※当日徴収
【申込期限】10月15日(金)～11月９日(火)まで　※定員になり次第受付終了
【申込方法】参加申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは直接、事務局へお申込みく

ださい。
※申込用紙は長浜市役所（１F案内）、各支所、市内各公民館にあります。

■申 長浜市体育指導委員会事務局〈生涯学習・文化スポーツ課内〉
（〒526-8501長浜市高田町12-34、7６５－８７８７、FAX６５－６５７１）

秋の紅葉とダム湖を観に行きませんか！
姉川ダムの全てを公開します。また、手作り

クラフト（まが玉つくり）と秋の味覚も体験も
できます。
【と　き】11月６日(土）10時30分～12時30分
【ところ】姉川ダム事務所（米原市曲谷）
【対　象】保護者同伴の小学生以上
【定　員】20人

(申込多数の場合は抽選。結果は、当
選者に11月１日（月）の17時までに
連絡します)

【参加料】300円程度（クラフトの材料代）
【申込締切】10月29日(金）17時
【申込方法】電話で下記■申まで

姉川ダム秋の自然観察会
相手を大切にするコミュニケーション術や、

成長する子どもとの向き合い方等を学べる体験
型講演会です。
【と　き】12月５日(日)
【ところ】長浜市民交流センター（地福寺町）
【講　師】米本　昌子さん

（NPO法人愛育学園すみれ理事）
【内　容】
第１部「傾聴ってなぁに？～こころとあたまを

楽にしよう～」
9時～11時（受付8時40分～）

第２部「子どもの遊びと発達」
11時15分～12時45分（受付11時～）

【定　員】いずれも150人
【参加費】各部500円
※託児あり：先着30人（100円/人）

■申 姉川ダム管理事務所(7５９－００６１)
■申 長浜市家庭教育推進協議会事務局〈生涯学
習・文化スポーツ課内〉（7６５－６５５２）

講演会 ことばとこころ

高月観音の里歴史民俗資料館　
特別陳列　布施美術館名品展1 富岡鉄斎の絵画Ⅰ

入館無料券
この券で、高月観音の里
歴史民俗資料館に大人
２人まで、無料で入
館できます。

【有効期間】
11月28日(日)
まで

※複写無効※ 布施美術館に収蔵されている巨匠富岡鉄斎（1836年～1924年）の作品の中から選りすぐりの作品

を、二期に分けて特別公開します。

【と　き】１期：10月24日(日)まで
２期：10月27日(水)～11月28日(日)

【ところ】高月観音の里歴史民俗資料館
(高月町渡岸寺)

【開館時間】９時～17時(最終入館は16時30分)
【主な展示】１期：○湖光山色図（琵琶湖図）

○酔李白像 など11点
２期：○一休戯謔図

○太平楼暮年酒宴図　など14点
▲湖光山色図（琵琶湖図）

展示説明会「布施コレクションについて」
【と　き】11月６日(土) 13時30分～

■問 高月観音の里歴史民俗資料館
（7０７４９－８５―２２７３)

バーデあざい（健康パークあざい）65歳以上無料招待
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【期　間】11月１日（月）～30日（火）
定休日：毎週火曜日（11月23日は営業します）

【対　象】市内在住の65歳以上の人
（生年月日が昭和20年12月31日以前の人）
※「バーデあざい」の受付で証明書（運転免
許証または保険証）をお見せください。
※無料招待は１人１回に限ります。

■問 バーデあざい（7７６－１１２６）

フリーマーケット開催します
【と　き】11月７日(日) ☆詳細はＨＰ（http://www.kenkoupark.com）をご覧ください。

「絵で伝えよう！

わたしの町のたからもの」絵画展
わたしたちの町の豊かな自然や人々の交

流、伝承行事、古い町並みなどを次世代に残
そうと小・中学生が絵に託しました。

【とき・ところ】
◆10月26日(火)～11月2日(火)
木之本支所ロビー
◆11月２日(火)～11月９日(火)
市役所本館ロビー
◆11月９日(火)～11月17日(水)
浅井文化ホール

■問 長浜ユネスコ協会事務局〈生涯学習・文
化スポーツ課内〉(7６５－６５５２)

「豊かな心をはぐくむ家庭づくり」ポスター・絵
画と「明るい家庭づくり」標語の優秀作品を巡回で
展示します。
【とき・ところ】
◆10月22日(金)～28日(木)
六荘公民館　※月曜日休館
◆10月28日(木)～11月 5日(金)
長浜公民館　※月曜日・祝日休館
◆11月 5日(金)～10日(水)
びわ文化学習センター　※火曜日休館
◆11月12日(金)～18日(木)
浅井文化ホール　※月曜日休館
◆11月18日(木)～26日(金)
高月公民館　※月曜日・24日休館
◆11月30日(火)～12月 7日(火)
木之本公民館 ※月曜日休館
◎11月28日(日)｢青少年市民のつどい｣
湖北文化ホール

青少年育成市民会議
絵画・ポスター、標語の巡回展　

■問 長浜市青少年育成市民会議事務局〈生涯学
習・文化スポーツ課内〉（7６５－６５５２）
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平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより、定期の予防接種が完了していない人への救済措置が実
施されます。
《対　象》
１期：満３歳から90か月（７歳６か月）

＊流行地へ渡航等の理由で、保護者が接種を希望される場合は
生後6か月から接種することができます。

２期：９歳以上13歳未満
《標準的な接種例》
１期初回接種　６～28日の間隔で２回
１期追加接種　１期初回２回目接種終了後約１年おいて１回
２期接種　　　１期接種終了後、９歳以上13歳未満の間に１回
《対処法》
●積極的な勧奨の差し控えにより、1期における3回の接種を受けられなかった人
①１期初回接種（2回）のうち、1回接種を受けた人
対象年齢（生後6月～90月までの間又は9歳～13歳未満の間）に、6日以上の間隔をおいて残りの2

回の接種を行うことができます。
②1期初回接種（2回）を受けた人
対象年齢（生後6月～90月までの間又は9歳～13歳未満の間）に、残り1回の接種を行うことがで

きます。
＊①②共に、既に接種済の接種と今回の接種間隔については6日以上の間隔をおきます。
③1期の予防接種を全く受けていない人
対象年齢（9歳～13歳未満の間）に、6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種については2

回接種後概ね1年を経過した時期に1回接種することができます。
●第２期（９歳～13歳未満）の人

９歳～13歳未満の時期に２期の接種（１回）を受けることができます。ただし、２期（９歳～13
歳未満）の時期に接種を受けられなかった人の接種機会につ
いては、今のところは不明です。

市では、学校教育の充実をはじめ、伝統・歴史文化の継承や、家庭教育、生涯学習の推進、スポ
ーツの振興など、教育振興の施策に関する「長浜市教育振興基本計画」の策定に向けて取り組んで
います。
このたび、計画素案がまとまりましたので、その内容について広く市民の皆さんからの意見を募集します。

パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト

「長浜市教育振興基本計画（素案）」についてご意見を募集します

●閲覧場所
教育総務課（浅井支所２階）、市政情報コーナー（本館１階、８支所）
もしくは、市のホームページからダウンロード

●意見の提出方法
任意の様式に住所、氏名を記入して、持参、郵便、ＦＡＸ又は電子メールにより下記までお寄せく

ださい。（書面での提出とします。）

●意見募集期間
11月８日(月)まで ※郵便の場合は消印有効、それ以外は執務時間内必着とします。

●閲覧場所
教育総務課（浅井支所２階）、市政情報コーナー（本館１階、８支所）
もしくは、市のホームページからダウンロード

●意見の提出方法
任意の様式に住所、氏名を記入して、持参、郵便、ＦＡＸ又は電子メールにより下記までお寄せく

ださい。（書面での提出とします。）

●意見募集期間
11月８日(月)まで ※郵便の場合は消印有効、それ以外は執務時間内必着とします。

提出先・問合せ先
〒526－0292 長浜市内保町2490－1 市役所浅井支所２階　教育委員会事務局教育総務課
（7７４－３７００　ＦＡＸ７４－３７９１　Eメールkyouiku-soumu@city.nagahama.lg.jp）

ＪＲ木ノ本駅前団地（全25区画）宅地分譲のお知らせ
滋賀県住宅供給公社が長浜市木之本町内で開発したＪＲ木ノ本駅前団地

について、現地案内会を開催します。販売価格は、１区画530万円台
（201.43㎡）から730万円台（258.04㎡）、建築条件なしの宅地分譲です。
現在、先着順にて受付中です。詳しくは、■問まで。

【現地案内開催期間および場所】10月23日(土)～24日(日) 10時～16時
長浜市木之本町黒田字桶那田

【期間中の連絡先】０９０－３０３２－３８８６

本年２月から診療を休止して
いました眼科診療が、常勤医師
の着任により10月14日（木）
から診療を再開します。

【医　師】
尾}} 幹大(おざき みきお)

【診療日】
午前診療：月/火/木/金/土
午後診療：土

湖北病院からお知らせ　
眼科診療を再開します

平成20年度から整備していた広場がおおむね完成しましたので、
12月１日（水）から利用できます。
【申込方法】神照運動公園内の多目的競技場事務室へ申込んでください。

申込みは使用する日の２か月前の月の１日から可能です
（電話可）。

【休場日】休日の翌日および年末年始　
【使用時間】８時30分から17時まで
【使用料】１時間あたり800円（全面利用時）

※使用料は利用団体により異なります。
【参　考】少年サッカーや少年野球は２面とれます。

成人の野球はできません。

神照運動公園の西側広場が
12月から利用できます

■問 都市計画課（7６５－６５４１）
■問 湖北病院（7８２－３３１５）

■問 健康推進課
（7６５－７７７９）

日本脳炎予防接種 「勧奨差し控えによる未接種者の人への対応について」

■問 健康推進課（7６５－７７７９）

インフルエンザ実施医療機関が決定しました。

【助成（補助）申請窓口】健康推進課・木之本健康推進事務所（木之本支所3Ｆ）
保健センター浅井分室(浅井支所１Ｆ）・各支所福祉生活課

受託医療機関名（所在地）
岩本整形外科(大戌亥町)
岡崎医院(東上坂町)
おくだ医院(平方町)
おくのこどもクリニック(南高田町)
おぐり眼科クリニック(山階町)
垣見医院(宮司町)
筧医院(大東町)
北嶋医院(神照町)
くもん医院(勝町)
クリニックムライ(八幡中山町)
小林クリニック(国友町)
近藤クリニック(元浜町)
佐々木クリニック(小堀町)
佐藤クリニック(平方町)
佐野クリニック(相撲町)
澤医院(加納町)
澤田医院(大宮町)
下坂クリニック(下坂中町)
市立長浜病院(大戌亥町)
つつみクリニック(神照町)
堤内科医院(宮前町)
中西医院(高田町)
長浜青樹会病院セフィロトヘルスケア(寺田町)
長浜赤十字病院(宮前町)
西川医院(元浜町)
のざと内科(平方町)
橋場レディスクリニック(南高田町)
はなの木下坂クリニック(弥高町)
華房クリニック(南呉服町)
東野医院(加田町)
びわこ学園長浜診療所（朝日町）
布施クリニック(列見町)
森上内科循環器科クリニック(七条町)

地区

長　浜

電話番号
64-1866
65-0019
65-5775
62-2773
65-2377
63-3521
62-7330
63-5901
68-1116
65-2125
65-6060
64-2110
53-1701
65-0100
65-5800
63-0234
62-0875
62-0080
68-2300
63-0223
62-0039
63-1812
62-1652
63-2111
62-4412
62-5550
63-5555
68-2710
62-1547
65-3380
63-6150
65-3811
64-4846

受託医療機関名（所在地）
浅井診療所(当目町)
あざいリハビリテーションクリニック(野瀬町)
おしたにクリニック(内保町)
嶋田ファミリークリニック(内保町)
中川医院(曽根町)
中浜医院びわ診療所(益田町)
橋本医院(川道町)
東川クリニック(弓削町)
太田医院(大井町)
湖北グリーブクリニック(月ヶ瀬町)
さざなみ整形外科(宮部町)
虎姫診療所(田町)
安達クリニック(湖北町速水)
江村医院(湖北町山本)
源内クリニック(湖北町山本)
みやこクリニック(湖北町速水)
雨森医院(高月町雨森)
上松医院(高月町磯野)
布施内科医院(高月町高月)
安井医院(高月町高月)
岩根医院(木之本町木之本)
荻野医院(木之本町木之本)
長浜市立湖北病院(木之本町黒田)
前川医院(木之本町木之本)
中之郷診療所(余呉町中之郷)
塩津診療所(西浅井町塩津浜)
永原診療所(西浅井町大浦)
永原診療所菅浦出張診療所(西浅井町菅浦)

地区

浅　井

び　わ

虎　姫

湖　北

高　月

木之本

西浅井

余　呉

電話番号
74-1209
76-8111
74-2011
74-8110
72-8077
72-3010
72-3668
72-8633
73-2032
73-3917
73-8111
73-2062
78-0005
79-0007
79-8014
78-1884
85-3106
85-3189
85-5600
85-3110
82-2045
82-5177
82-3315
82-2038
86-8105
88-0341
89-0012
89-0012

※医療機関によって接種対象者が違います。医療機関へお問
合せください。

※中学生が保護者の同伴なしで接種を希望される場合は、健
康推進課までお問合せください。

■問 滋賀県住宅供給公社企画管理課 平日9時～17時（7０７７－５２２－２５５１）

~~~~~~~~~~~
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ほけんだよりに関する問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ

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

H22年06月生
H22年07月生
H21年12月生
H22年01月生
H21年3月01日～15日生
H21年3月16日～31日生
H20年3月01日～15日生
H20年3月16日～31日生
H19年3月01日～15日生
H19年3月16日～31日生

10月28日(木)
11月26日(金)
10月22日(金)
11月19日(金)
11月15日(月)
11月18日(木)
11月11日(木)
11月12日(金)
11月02日(火)
11月04日(木)

10月27日(水)
11月24日(水)
10月19日(火)
11月17日(水)

11月10日(水)

11月09日(火)

11月05日(金)

10月19日(火)
11月16日(火)
10月26日(火)
11月30日(火)

11月24日(水)

11月26日(金)

11月11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

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別に会場を指定して実施していますが、別の会場で受診される
場合は、２日前までに下表の問合せ先に連絡してください。

妊娠中の相談、お子さんの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

浅井、虎姫、湖北、びわ地区に
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

10月19日(火)

10月29日(金)

10月12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

■木

離乳食教室
（初期）

離乳食教室
（中期）

対象と定員 日　時 会場 申込先

H22年6月生まれのお子さんと保護者
（地区の指定はありません）
定員／20組（先着順）

H22年４月生まれのお子さんと保護者
（地区の指定はありません）
定員／20組（先着順）

11月4日(木)
9時30分～11時30分
11月8日(月)
9時30分～11時30分
11月18日(木)
9時30分～11時30分
11月22日(月)
9時30分～11時30分

■木

■び

■木

■び

健康推進課
7６５－７７７９

※初期・中期コースはそれぞれ申込みが必要です。開催日の10日前までに申込みください。

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）

7 広報ながはま　2010年10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
（浅井支所内：内保町）■■浅 保健センターびわ分室

（リュートプラザ北側：難波町）■■び 保健センター高月分室
（高月支所西側：高月町渡岸寺）■■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)

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、日本脳炎】

【持ち物】母子健康手帳、保険証
※予約が必要です。直接医療機関にご予約ください。※料金無料(年齢が対象外の人は実費になります)
※対象者や実施医療機関など詳しくは、『予防接種年間日程表』または『健康づくり日程表』をご覧ください。

※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・虎姫・湖北・びわ地区

高月・木之本・余呉・西浅井地区

10月29日(金)
11月30日(火)

11月16日(火)

11月04日(木)

生後３か月から90か月
（７歳６か月）未満
41日以上の間隔をあけて２回服用する。
※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

■木

長浜地区で受けられなかったお子さん

湖北・びわ地区のお子さん

浅井・虎姫・湖北・びわ地区で受けら
れなかったお子さん

木之本･西浅井地区のお子さん

10月20日(水)
10月25日(月)
11月01日(月)

10月18日(月)

10月26日(火)

10月21日(木)

※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。

●対象者（市内在住の中学１年生から３年生の女子）には11月に
３回分の助成券を郵送します。

●助成券は、３年生も余裕をもって３回接種できます。
●平成22年４月１日から助成券が届くまでの間に受けられた予防
接種に関しては、領収書により助成を行いますので、11月以降
に健康推進課に申請してください。

●子宮頸がんワクチンの接種は“任意接種”ですので、助成券が
届いたら説明書をよく読み、接種するかどうか決めてください。

あなたは、お口の健康に自信が
ありますか？
お口の健康を維持するために

は、正しい歯磨きと定期検診が欠
かせません。
現在、30歳以上の人を対象に「歯周疾患予防

セミナー（歯周疾患検診)」を実施中です。実施
日も残りわずか、ぜひこの機会にご参加ください。
※予約制、料金無料です。

【と　き】10月18日(月)、11月16日(火)
13時30分～15時30分

【ところ】長浜市保健センター

子宮頸がん予防ワクチン接種費用を助成します 11月８日は「いい歯の日」です

受診していただいた皆さんは、今後も引き続き追跡調査等にご
協力をお願いします。
その他の各種健診は引続き予約受付中です。日程等は『健康づ

くり日程表』でご確認ください。

0次健診は予約受付を終了しました
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幼児フロアリズム運動教室　参加者募集！

『寄席文字手ならい帖』
著／春亭 右乃香
グラフィック社

江戸時代から縁起のよい文字として
親しまれてきた寄席文字。
筆を持ち、黒く太い字を書きこんで
いく伸びやかな気持ち良さを味わっ
てみませんか。
字の上手下手を問わず、誰もがみん
な楽しめます。

『片腕のキャッチ』
作／M・J・アウク　訳／日当 陽子

フレーベル館
事故で片腕をなくした11歳のノーマ
ン。全てをあきらめそうになるが、
親友レオンの存在と野球への情熱が
折れそうな彼の心をささえる。
マウンドに立ちたい･･･。目標に向
かって、人知れず練習に打ち込むノ
ーマン。彼の夢はかなうのだろうか。

『ほんとのおおきさ恐竜博』
監修／真鍋 真

学研マーケティング
ティラノサウルスやステゴサウル
ス、トリケラトプスなどの顔が実物
大で迫る、恐竜図鑑。
この一冊で、博物館に行った気分に
なっちゃうかも。
大きな本です。お子さんとご一緒に
楽しめます。

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/

※10月23日(土)は、図書館システムの停電のため、長浜図書館・びわ図書館は臨時休館させていただきます。

◆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

10 月 11 月

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木金 土 日 月
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

楽しい音楽にあわせて、元気いっぱい体を動かしてみませんか？
【と　き】11月20日～12月18日　毎週土曜日（全５回）

10時30分～11時30分
【ところ】浅井B&G海洋センター体育館（大依町）
【対　象】市内在住の５～６歳の未就学児
【内　容】音楽体操、リズムあそび、鉄棒、跳び箱、マットなど
【定　員】20人（先着順）
【参加費】2,000円（全５回）
※10月23日(土)より受付を開始します。

第36回　高月文化の集い
10月31日(日)～11月３日（水・祝）
8:30～17:15、高月公民館、(各文化教室、
一般市民らによる作品展示など)

ふれあい広場文化祭
10月31日(日)～11月３日（水・祝）
9:00～20:00、湖北文化ホール、(各文化
団体、教室等の作品展示、11/14(日)9:00
～14:00は舞踊等のステージ発表)

第35回長浜市芸術文化祭写真展
11月1日(月)～12日(金)
8:30～15:00、長浜信用金庫本店、(視覚しょ
うがいを持つ人々による写真が中心の展覧会)

フェスタKINOMOTO’10
木之本ふるさとづくり文化祭
11月3日(水・祝) 9:00～16:30、木之本
スティックホール、(各種団体やグループ
の作品展示や発表)

第12回浅井文化祭
11月3日(水・祝)～７日(日)
9:00～17:00、浅井文化ホール、(文化団
体などによる作品展示、11/7(日)は芸能発
表などを開催)

第14回長濱ゆう歌舞伎
11月5日(金)18:30～21:00、11月6日
(土)17:00～18:30、長浜文化芸術会館、
入場料：500円※６日は無料、(一般市民
参加の歌舞伎公演)

児童ミュージカル
11月6日(土)14:30～15:30、びわ文化学
習センター、(「青い鳥」を題材にしたミ
ュージカル)

よご文化祭
11月６日(土)～７日(日)
9:30～17:00、余呉文化ホール、(文化団
体などによる作品展示、11/7(日)は芸能発
表などを開催)

長浜花道会　秋の花道展
11月６日(土)～７日(日)
10:00～17:00※最終日16時まで、長浜文
化芸術会館、(各流派による秋の花道展)

2010写真・押し花作品展
11月10日(水)～14日(日)
11:00～17:00、長浜公民館、(写真、押
し花作品の展示、11/14セミナー開催)

ＭＯＡ美術館湖北児童作品展
11月12日(金)～14日(日)
9:00～17:00、びわ文化学習センター、
(小学生の絵画作品を展示します)

第22回定期演奏会
11月14日(日)14:00～16:00、長浜文化
芸術会館、(ギターとマンドリンの合奏)

第９回第４日曜写生会会員作品展
11月15日(月)～12月5日(日)10:00～18:00
※最終日は14:00まで、プラザふくらの森、
(水彩、油絵、日本画などの作品展示)

みんなでconcerto 長浜音楽祭2010
11月20日(土)～11月21日（日）
13:00～16:00、長浜文化芸術会館、入場
料：300円（中学生以下は無料）、(器楽と
声楽の発表会)

第52回長浜文学祭
11月21日(日)、長浜市民交流センター、
応募料：1,000円、(公募による文芸作品
の発表と表彰など)

伊香美術展覧会
11月21日(日)～11月23日(火・祝)9:00～
17:00※最終日は12:00まで、木之本運動
広場「体育館」、(旧伊香郡の在住在勤者対
象の展覧会)

史蹟探訪俳句会
11月23日(火・祝)10:00～13:30、泉町
会館、(大河ドラマに関係の姉川を散策し、
資料館を見学し、句会を催します)

西黒田文芸同好会句歌の会発表会
11月26日(金)8:30～16:00、西黒田公民
館、(俳句、誌句、情歌の各２巻の朗読発
表をします)

フォークソングの集い
11月28日(日)13:30～15:30、長浜公民
館、参加費：800円 (生伴奏でフォークソ
ングを歌いましょう)

第８回おはなしフェスティバル
11月28日(日) 13:00～14:30、びわ文化
学習センター、(童話などを大スクリーン
に投影したり、大型絵本を作成してのお話、
ピアノ伴奏などＢＧＭあり)

光粋流剣舞歌謡舞道
～長浜だから舞夢ロマン～
11月28日(日)13:30～15:30、養蚕の館、
(１年間の成果発表会、日本文化のすばら
しさにふれてください)

第３回湖北（こーほく）歌合戦
12月４日(土)17:00～、曳山博物館、入場
料：1,000円、(湖北で活動している音楽
団体と一緒に、歌、楽器をとおして舞台を
創る音楽ライブ)

人形浄瑠璃冨田人形定期公演
12月5日(日)13:30～16:00、びわ文化学習セ
ンター、入場料：1,000円、(びわ地区の富田
に伝わる人形浄瑠璃「冨田人形」の公演。)

浅井音楽祭
12月5日(日)13:00～16:00、浅井文化ホ
ール、(各音楽サークル〈器楽・声楽〉に
よる成果発表会)

合唱団「輝らりキッズ」第21回定期演奏会
12月5日(日)14:00～16:00、長浜文化芸
術会館、入場料：500円※中学生以下200
円、(愛唱歌、ミュージカル「青い鳥」の
曲を中心に歌います)

長浜バイオ大学吹奏楽部
第７回定期演奏会
12月12日(日)、長浜文化芸術会館、(映画
音楽や有名なジャズなど、誰もが楽しめる
ような演奏会)

長浜市舞台芸術交流祭
12月12日(日)木之本スティックホール、
19日(日)長浜文化芸術会館、13:00～
16:00、(12日は木之本で、19日は長浜を
会場にした舞台芸能の発表会)

■申 浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター（7７４－３３５５）

■問 長浜文化芸術会館
(7６３－７４００)

―第40回滋賀県芸術文化祭参加事業―

第35回長浜市芸術文化祭行事
11月・12月開催事業　

※費用の標記がない
行事は無料

図書館まつり2010－10月24日(日)～11月20日(土)－
～図書館、新発見！使い方は無限大！～

※他にも、箏コンサートやクイズ、スペシャルおはなし会など、楽しいイベントがいっぱいです！

第１部　講　演「抱きしめてBIWAKO」
【講　師】今関 信子さん(児童文学作家)
第２部　図書館利用の達人に学ぶ発表大会！
「図書館の本を使ってこんなことができました！」
【と　き】11月20日(土)

第１部　13時30分～　第２部　15時～
【ところ】長浜図書館（朝日町）
【定　員】40人
【対　象】どなたでも
【申込み】10月16日(土)10時より、市内の図書館

にて、電話･カウンターで受付けます。

大人の部―高校生以上の人が対象
【と　き】10月30日(土)、11月6日(土) 13時30分～16時
【ところ】虎姫図書館
【定　員】15人
子どもの部―幼稚園以上の子どもが対象
(小学生低学年以下は保護者同伴)
【と　き】10月24日(日) 13時30分～15時30分
【ところ】湖北図書館（湖北町速水）
【定　員】15組
共通事項
【申込み】10月16日(土)10時より、市内の図書館にて、電話･

カウンターで受付けます。

☆絵本づくり教室☆暮らしに役立つ講演会＆
テーマブックフェア2010 全２回

リサイクルブックフェア 10月24日(日)～11月20日(土)【ところ】浅井図書館
※取り置きや電話での問合せ
は応じられません。
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さんによる講演会とガラス絵教室
も行われます。下記まで要予約。

■申児玉房子作品展開催実行委員会
〈きのもと交遊館〉（1８２－６３１１）

フリーマーケットやステージで豪華景
品が当たるビンゴや替え歌コンテスト
など、楽しい企画がいっぱいです。
【と　き】10月30日(土)・31日(日)
【ところ】長浜バイオ大学（田村町）
■問長浜バイオ大学 命洸祭実行委員会
（1０９０-３６５７-４４６３）

一般公募により集まった役者・スタ
ッフと地元商店主等がつくりあげた
町衆歌舞伎です。
【と　き】11月５日(金)18時30分開演
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【演　目】「恋女房染分手綱

こ い に ょ う ぼ う そ め わ け た づ な

」
重
し げ

の井子
い こ

別
わ か

れ
【入場料】500円
■問ゆう壱番街商店街（みのや1６２-
３７７６、かわ重1６２-１００９）

子ども歌舞伎教室の発表会です。

【と　き】11月６日(土) 11時開演
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【演　目】御所桜堀川夜討

ご し ょ ざ く ら ほ り か わ よ う ち

弁慶上使
べ ん け い じ ょ う し

【入場料】無料
■問財団法人長浜曳山文化協会
（1６５－３３００）

【と　き】11月21日(日)８時～17時
【行き先】米原市曲谷「五色の滝、大持

多目的広場（伊吹ゆり園）」
【内　容】五色の滝散策、シシ鍋食談会
【持ち物】お箸、コップ、お椀、防寒

具、雨具、水筒など
【参加費】3,000円（昼食費など）

相談は無料で、秘密は厳守します。
【と　き】11月7日(日)10時～16時
【ところ】大津地方法務局（大津市）
【内　容】登記、人権、戸籍、供託、

公証相談（遺言等）
■問大津地方法務局総務課庶務係
（1０７７－５２２－４６７１）

相談は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月７日(日)12時～16時
【ところ】マキノ土に学ぶ里研修セン

ター（高島市）
【内　容】不動産や会社の登記、成年

後見制度、クレジット・
サラ金の返済、過払い金
の返還　など

■問滋賀県司法書士青年会事務局
（1０７７－５１４－３０１０）

事前に予約が必要です。
【と　き】11月10日(水)

13時30分～16時30分
【ところ】長浜市社会福祉センター

（高田町）
【内　容】確定申告など税全般
【定　員】６人（先着順）
■申市税務課（1６５－６５２４）

～ガラス絵で宮沢賢治の世界を～
入場は無料です。
【展示会場・期間】
●木之本会場　
きのもと交遊館（木之本町木之本）
10月15日(金)～10月24日(日)
●余呉会場
余呉小劇場　弥吉（余呉町坂口）
10月18日(月)～10月24日(日)
【展示時間】10時～16時
☆23日と24日には、作家の児玉房子

司法書士巡回無料法律相談

近畿税理士会税務無料相談　

「法務局なんでも相談所」の開設

長浜バイオ大学『命洸祭』

【定　員】40人(先着順)
【締　切】11月５日(金)
■申ながはまアメニティ会議事務局〈環
境保全課内〉（1６５－６５１３）

歴史と季節を小谷山で体感ください。
【と　き】11月23日(火・祝)９時～

※雨天の場合28日(日)
【集合場所】五先賢の館（北野町）
【対　象】小学生以上※小学３年生以

下は保護者同伴
【定　員】100人（先着）
【参加費】500円（小中学生250円）
【締　切】11月14日(日)
■申五先賢の館（1７４－０５６０）

参加は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月27日(土)

13時30分～15時30分
【ところ】長浜市民交流センター(地

福寺町)
【内　容】体験談交流会と皮膚・排泄

ケア認定看護師とのストー
マケア等に関する相談会

【講　師】前田　由起子氏（長浜赤十
字病院　皮膚・排泄ケア
認定看護師）

【対　象】オストメイトとその家族
■問谷口良雄〈草津市〉
（1０７７－５６２－１７７３）

姉川の合戦前夜に浅井連合軍が結束
した場所などが残る、魅力満載の大
依山を現地解説付きでお楽しみくだ
さい。
【と　き】10月30日(土)９時集合
【集合場所】浅井Ｂ＆Ｇ海洋センターテ

ニス場南駐車場（大依町）
【参加費】500円（中学生以下300円）

※但し会員は無料
【定　員】100人
【申込期限】10月25日(月)
【申込方法】①氏名（ふりがな）②年齢

③性別④住所⑤電話⑥保護
者名をFAXで下記まで

■申大依山陣の会（浅井支所地域振興
課1７４－４３５０、FAX７４－
３２１５)

オストメイトの地域懇談会

大依山歴史散策ウォーキング

お知らせ 

児玉房子ガラス絵展　

催し・行事 

第十四回長濱ゆう歌舞伎　

曳山博物館子ども歌舞伎発表会

奥伊吹 曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー

第18回 一日回峰行

どきどき自然体験、お子さんと一緒
に楽しい時間をすごしましょう。
【と　き】11月12日(金)

10時～11時30分
【ところ】出会いの森（高月町渡岸時）

※雨天の場合：あいあいら
んど子育て支援センター

【講　師】島川　武治氏
（環境レイカーズ代表）

【対象者】１歳以上の未就園児と保護者
【定　員】50組（先着順）
【参加費】無料
【申込方法】10月18日(月)から受付

窓口またはハガキで下記まで
■申あいあいらんど子育て支援センター
（〒529-0264高月町柳野中400、
1８５－５５７７）

【と　き】11月13日(土)10時～12時
【ところ】長浜赤十字病院講堂（２階）
【テーマ】「子どもの急変時の対応（実

技）心肺蘇生とＡＥＤの使
い方など」

【講　師】赤十字幼児安全法　指導員
【参加費】無料　
【対　象】乳幼児を育児中の両親およ

び家族　約20人
※託児あり。11月10日(水)までに下
記へ

■申長浜赤十字病院　地域医療連携課
担当　呉竹 (1６３－２１１１)

はじめてママ・パパになるあなたへ
プチママ体験や学び、マタニティ広
場でお友達をつくりませんか。
【と　き】11月18日(木)

10時～11時30分
【ところ】サンサンランド(地福寺町)
【対象者】市内在住・在勤の妊娠中の

お母さん、お父さん、ご
家族

【参加費】100円/人
【定　員】30人（先着順）
【申込方法】10月21日（木）から受付

窓口または電話で下記まで
■申サンサンランド（1６２－３７１２）

作る楽しさをお子さんと一緒に体験
してください。
【と　き】11月20日(土)・12月11日

(土)・１月22日(土)全３回
13時30分～15時

【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【対　象】市内在住の小学１年生～３

年生と保護者　
【内　容】万華鏡・壁掛け・飛行機作り
【会　費】300円／子ども１人

（３回分の材料費）
【定　員】子ども20人（先着順）
【申込方法】10月22日（金）９時～

窓口または電話で下記まで
■申サンサンランド(1６５－６４３３) 

『歴史的建造物を未来へ活かす技術』
史跡・下坂氏館跡内の不断光院本堂
の修理を中心に、歴史的建造物を未
来へ活かすための様々な修理技術に
ついて講演します。また講演会終了
後、希望者に不断光院本堂の見学会
も開催します。
【と　き】11月6日(土)

13時30分～15時頃
【ところ】六荘公民館（勝町）
【講　師】村田　信夫氏

（OFFICE萬瑠夢代表）
【参加費】300円　※事前申込不要
■問文化財保護センター
（1６４－０３９５）

入場は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月７日（日）

10時～11時30分
【ところ】滋賀文教短期大学本館（田

村町）
【演　題】お市と浅井家三姉妹の生涯
【講　師】太田　浩司氏

（長浜城歴史博物館学芸員）
■問滋賀文教短期大学
（1６３－５８１５）

ＳＡＮＳＡＮクラブ（後期）会員募集

子育て講演会　　　　
親子で自然大好き遊び 人形劇サークル「ピエロ」による人

形劇・親子ふれあい遊びなどで楽し
い時間をすごしましょう。
☆浅井会場
【と　き】11月19日(金)

９時30分～11時
【ところ】浅井子どもの館（佐野町）
【対象者】市内在住の１歳～未就園の

お子さんとご家族
【定　員】30組（先着順）
【参加費】100円／子ども１人
【申込受付】11月２日(火)～
【申込方法】窓口か電話で下記まで
■申こどもらんど子育て支援センター
（1７４－４５６７）

☆長浜会場
【と　き】11月20日(土)10時～11時
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【対象者】市内在住の２歳～小学生の

お子さんとご家族
【定　員】50組（先着順）
【参加費】100円／子ども１人
【申込受付】11月４日(木)～
【申込方法】窓口か電話で下記まで
■申サンサンランド（1６２－３７１２）

お楽しみおはなし会・広場

子育て支援講習会

マタニティ広場

戦国歴史講演会

不用品交換情報（９月30日現在）

あげます（無料）
○ピアノ子ども用補助ペダル
○幼児用上下布団セット
○こたつ布団

ください（無料）
○シーカヤック○電子・電気オル
ガン○アップライトピアノ○ピア
ノ○電子ピアノ○ハンドベル○ビ
デオデッキ○自転車前乗せ子供イ
ス○自転車○窓用クーラー

ゆずります（有料）
○電動シニアカー
○サイクリング用自転車

ゆずってください（有料）
○ハンドベル○電子オルガン
○アップライトピアノ○ピアノ

■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません

長浜市文化財講演会

講座・教室 

募　集 
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このコーナーは、市民の皆さんの活動
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。

人気キャラクターなどを模した手づくりの列車“ロ
ードトレイン”が奥びわスポーツの森特設コースを
駆け抜けました。秋晴れで心地良い風が吹く中、か
わいらしい列車に乗ろうと、受付には乗車待ちの長
い列ができていました。この日は他に、フリーマー
ケットや移動動物園も開かれ、会場には大人から子
どもまでたくさんの笑顔があふれていました。

電車大好き0ロードトレイン祭in BIWA電車大好き0ロードトレイン祭in BIWA

小中学生が4泊5日の間、親のもとを離れ共同生活を
しながら学校に通う“虎っ子通学合宿”が虎姫公民
館で行われました。普段は親に頼っている料理や洗
濯も自分達で行い、入浴は地域の家庭でもらい湯を
するなど、何気ない当り前のことにたくさんの感謝
を覚え、眠りにつく子ども達でした。

虎っ子通学合宿虎っ子通学合宿
歴史上名高い浅井三姉妹の三女・江を主人公とした
2011年大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」のロケが
小谷城跡で行われました。この日は、江の父母・長政
とお市が小谷の地で初めて会う、いわばこの物語のス
タートシーンが撮影され、長政役の時任三郎さんや、
妻・お市役の鈴木保奈美さんが熱演されました。

大河ドラマ撮影来たる！大河ドラマ撮影来たる！

1995年から運行している「SL北びわこ号」が乗車
25万人を記念して、一般公募で選ばれたヘッドマー
クをつけ湖北路を走りました。また、この日は、記
念式典がJR木ノ本駅で行われ、25万人目となった岐
阜県のお子さんと、SLヘッドマークをデザインした
米原市の小学生に記念品が贈られました。

SL北びわこ号乗車25万人記念運行SL北びわこ号乗車25万人記念運行

9 21
25

(火)

(土)～

度重なる職員の不祥事についてお詫び申しあげます
10月4日に市職員が外部団体から預かっている会計を不正に流用し、私的に使うという不祥事が発覚しま

した。
度重なる職員の不祥事の発生に対しまして、市民の皆様にたいへんな行政不信を与えたことに、申し訳

ない気持ちでいっぱいです。心よりお詫び申しあげます。
今後は、不正の根絶に向け組織を徹底的に洗い出し、チェック機能を再確認するとともに、更なる職員

の資質向上及び自覚を求め、市職員の『自律・更生』を促す研修を強化していきたいと思っています。
さらに、秩序ある組織を作っていくために常設したコンプライアンス推進本部を中心に、より一層全庁

を挙げて綱紀粛正に取り組んでいきます。
あらゆる不正を断ち切る勇気、小さな間違いも見逃さない行動を遂行し、正しいことをやり抜くことで、

市民の皆様の市政に対する信頼を一日も早く回復すべく全力をあげてまいります。

長浜市長　藤井　勇治

9 20(月）9 26(日）

9 19(日）
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