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短冊かざりやミニ演奏会を親子で楽
しみましょう。
【と　き】７月４日(水)10時～11時
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【対　象】市内在住の１歳～未就園の

お子さんとその家族
【参加費】子ども１人100円(当日集金)
【申込み】６月18日(月)から電話また

は直接下記まで(先着100組)
■問■申サンサンランド子育て支援セン
ター（1６２－３７１２，６５－
６４３３）

【と　き】８月26日（日）
９時20分～開会式

【ところ】奥びわスポーツの森(早崎町)
【コース】10㎞（高校生以上）

３㎞（小学生以上）
【参加料】一般・高校生2,500円

小・中学生　1,000円
※市民以外はそれぞれ＋500円
【申込み】７月13日(金)までに申込書

に記入のうえ、郵便局へ。
インターネット申込可(７
月10日(火)締切)

■問大会事務局〈びわ支所地域振興課〉
（1７２－５２５２）

【応募資格】平成９年４月１日以前に生
まれた人

【応募作品】滋賀県内の風景や風俗、祭
り、行事などをテーマに
した平面作品

【応募点数】１人２点以内
【出品料】一般1,500円、高校生500円
【作品受付】８月25日(土)滋賀県立文化

産業交流会館(米原市下多良)
※募集要項の取り寄せや詳細は下記
まで

■問しが県民芸術創造館
（1０７７－５６４－５８１５）

音は聞こえても、言葉が聞き取れず、
会話についていけない人に「なぜ、
聞きにくいのか」の話と希望者には
聴力検査を実施し、聞こえ方の特徴
について相談に応じます。話がその
場でわかるように要約筆記（文字に
よる通訳）を用意します。
【と　き】６月23日(土)13時～16時

児童手当（旧子ども手当）を受給して
いる人にお送りした「現況届」に必要
事項を記入し、添付書類を添えて提出
してください。提出期限６月29日(金)
■問子育て支援課（1６５－６５１４）

中小企業事業主の皆さんのために、
経営面・労働面の相談に専門家がワ
ンストップで対応する無料の相談窓
口を設置しました。
■問中小企業労務管理相談センター〈滋
賀県社会保険労務士会事務所内「コ
ラボしが21」６階〉（大津市打出浜）
（1０７７－５２６－３７６０）

税務職員を募集します。
【受験資格】高卒見込みの者、高卒後３

年を経過していない者
【申込み】原則インターネットにて
申込専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
【受付期間】６月26日(火)～７月５日(木)
【試験日程】第１次試験　９月９日(日)
■問大阪国税局人事第二試験係
（1０６－６９４１－５３３１）、
長浜税務署総務課（1６２－６１４４）

【と　き】７月19日(木)・９月20日(木)
両日とも10時～16時

【ところ】長浜市社会福祉協議会（高田町）
【申込み】相談日の１か月前から電話で
予約専用　０７４９－２３－５４８９
※平日８時30分～17時15分、予約
以外の要件は受付けません。

■問彦根年金事務所お客様相談室
（1０７４９－２３－１１１６）

【開設期間】６月16日(土)～８月26日(日)
６月18・25日・７月２・９日は休館
【開設時間】昼の部　９時30分～16時20分

夜間の部　18時～20時50分
※夜間の部は７月１日（日）開設
【使用料金】

※スイミングキャップ使用、小学３
年生以下の子どもには要付添人

■問浅井B&G海洋センター
（1７４－３３５５）

【ところ】浅井福祉センター（内保町）
【その他】参加費無料、事前申込不要
■問県立聴覚障害者センター　きこえの
相談事業担当（1077-561-6111）

【と　き】７月17日(火)～11月30日
(金)の間で土日を除く12回

【対　象】55～64歳でハローワーク
に求職登録している人

【内　容】剪定、雪吊り等
【定　員】20人（受講料無料）
※詳細(会場等)・申込みは下記まで
■問長浜市シルバー人材センター
（1６５－３３６７）

市内の小学校等で子どもたちに絵本
の読み聞かせをおこなうボランティ
アを養成するセミナーです。養成後、
「ジーバーぽこぽこ」というボランテ
ィアグループで活動していただきま
す。仲間と楽しく「頭と心と体の健
康づくり」を始めませんか？
【と　き】７月25日(水)～９月中旬

（全７回）９時30分～11
時30分

【ところ】びわ公民館（難波町）
【対　象】市内在住の60歳以上の人で

自身の健康づくりのために
ボランティアを行う意欲の
ある人。

【定　員】15人
【申込み】７月13日(金)までに電話で

下記まで
■問■申健康推進課（1６５－７７７９）
またはじーばーぽこぽこ会長川上
由明（1６３－５２５６）
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『隠居志願』
著/玉村　豊男
東京書籍

1945年生まれの著者は、いよい
よ「高齢者」の仲間入り…そんな心
情を、自作の美しい植物画とともに
綴ったエッセイ集です。フィクショ
ンを一切加えていない、身辺雑記や
思い出話の一つひとつからは、身を
慎みながらも臆しない、これからの
隠居生活への思いが伝わってきま
す。

『民藝の教科書①　うつわ』
著/萩原　健太郎
グラフィック社

小難しくなりがちな「民藝」の世
界。「民芸品店で売られているのは
民藝？」という問いに答えるのは簡
単ではないようです。「何が民藝で
あって何が民藝でないのか」
シリーズ第一巻「うつわ」は、民

藝陶磁器の基礎知識、産地とその特
徴が、エピソードを交え、ていねい
に紹介されています。

『しごどば④　東京スカイツリー』
作/鈴木　のりたけ
ブロンズ新社

今年東京に完成した世界一高いタ
ワー「東京スカイツリー」では、こ
んなにたくさんの人が仕事をしてい
た！
まるでその「しごとば」にいるよ

うな迫力のある絵で、タワーが完成
するまでの出来事をえがいた一冊。
東京スカイツリー公認本です。

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。

不用品交換情報（６月１日現在）
あげます（無料）
○子ども乗せ用自転車カゴ○船漕
ぎマシーン（健康器具）○折りた
たみ式ベッド○双子用ベビーカー
○ベビーベッド○介護用ベッド
（電動・柵付き）○ワープロ（富
士通）○加湿器
ください（無料）
○都市ガス用コンロ（２口）○足踏
みミシン○防音機材○自転車（幼児
用、大人用、補助輪付子ども用）○
全自動洗濯機○籐製の乳母車○手押
し車○乳母車○液晶テレビ
ゆずります（有料）
○ベビーラック○チャイルドシート
○風呂用ボイラー（ヤマハ製）○座
布団（夏・冬用）○ベビーたんす○
カラーBOX（７段）○大型ミシン
（直線縫い専用）○マッサージ機
ゆずってください（有料）
○電動ミシン○防音機材○自転車
（大人用、補助輪付子ども用）
■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません
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問い合せ先　長浜図書館63-2122【平日：10時～19時　土日祝：9時～18時】 浅井図書館74-3311【開館時間：10時～18時】
びわ図書館72-4305【10時～18時　　 金曜のみ：10時～20時】 虎姫図書館73-2335【開館時間：10時～18時】
湖北図書館78-1687【開館時間：10時～18時】 高月図書館85-4600【開館時間：10時～18時】

図書館のホームページ　PC用http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/（携帯電話用はhttp://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/）

５月15日号 12頁 本の紹介において誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤：「白衣を脱いだドクター花戸」農村漁村文化協会
正：「白衣をぬいだドクター花戸」農山漁村文化協会

【お詫びと訂正】広報ながはま６月１日号の19頁「平成24年度滋賀県狩猟免許試験・更新案内」において、
２．狩猟免許更新講習・適性検査の時間に誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤：いずれの日程も13時30分～、16時30分～　正：いずれの日程も13時30分～16時30分

市立図書館のホームページ
（http://www.library.city.nagaha
ma.shiga.jp/）から木之本・余
呉・西浅井図書室の資料が検索・
予約できるようになりました。
・木之本・余呉・西浅井図書室所
蔵の資料を、市立図書館で返却できます。
・市立図書館の利用カードが、木之本・余呉・西浅井図書室で使用できます。１枚のカードで３週間、市立図書
館の資料とあわせて30冊借りることができます。
・予約した資料を、指定した図書館・図書室で受け取ることができます。

（虎姫・湖北図書館以外は、祝日も開館しています。最終水曜日は資料整理のため全館休館です。）

大人
300円

中学生以下
100円

３歳未満・付添人
無料

木之本図書室

余呉図書室

西浅井図書室

開室時間

８時30分～17時

９時～17時

８時30分～17時

閉室日

土・日・祝日・年末年始

水・木・祝日・年末年始
月・第１・３日曜日・祝
日・年末年始

場所
北部振興局内公民館
（旧木之本支所）
余呉文化ホール内

西浅井支所内公民館


