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『終活ファッションショー』
安田　依央/著
集英社

「終活」とは「自分らしい人生の
終わり方を考える活動」のこと。そ
のために、先ず自分の「死に装束」
から考えよう…
「終活ファッションショー」をき

っかけに、問題を抱えた様々な人た
ちが、やがて自分の人生を取り戻し
ていく。

『舟越保武全随筆集　巨岩と花びら ほか』
舟越　保武/著
求龍堂

この彫刻家の代表作は「長崎二十
六殉教者記念像」。彫刻のこと、日
常のことをやさしく書いています。
『巨岩と花びら』は日本エッセイス
トクラブ賞を受賞しています。高月
図書館の広場に氏の彫像「茉莉花」
があり、館内には頭像、デッサンな
どを展示しています。

『わるいことがしたい！』
ミスミ　ヨシコ/絵　沢木耕太郎/作

講談社
いたずら好きの男の子、わるいこ

とがしたくてしたくてたまりませ
ん。でも一体わるいことってどんな
こと？　部屋をちらかして、落書き
をして、水浸し…　やりたいほうだ
い。おもしろかった？　さて、お母
さんに叱られても知らないよ。

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。
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長　浜
浅　井
び　わ
虎　姫
湖　北
高　月
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問合せ先・開館時間　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【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【10時～18時】
湖北図書館78-1687【10時～18時】 高月図書館85-4600【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/）

（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。）

と　き：10月27日（土）28日（日）
ところ：市内６図書館

（長浜・浅井・びわ・虎姫・湖北・高月）

テーマ：『ほんとの世界であそびま笑（ｓｈｏｗ）』

「ほんとの」には、「本との」と「本当の」の意味
を込め、本との出会いを交えながらも遊びもたっぷり
味わえて、みんなが笑顔になれる…そんなイベントに
なればと、市民スタッフを中心に考えたテーマです。
現在、10人の市民スタッフと図書館職員でさまざま

な行事を企画中。当日お手伝いしていただけるサポー
ターを募集しています。詳しくは、市内の図書館まで。

信楽在住の絵本作家・市居みかさんをお招きします！
と　き：8月25日（土）13時～14時30分
ところ：虎姫図書館　視聴覚室
内　容：トークと読み聞かせとミニワークショップ

（生演奏や絵本の映写、絵を描くワークショ
ップもあります）

対象・定員：乳幼児から大人まで40人
申込み・問合せ：虎姫図書館のカウンターまたは電話で。

（７３－２３３５）
※このイベントは、おはなしボランティアグループ「すっと
んとん」が長浜市社会福祉協議会平成24年度ボランティア
団体助成事業の助成を受けて行うものです。

保健センター西浅井分室■■西

■問あっぱれ祭り実行委員会
（1７４－０１９４）

吹奏楽演奏や餅まき、ビンゴゲーム、
模擬店等楽しい催しがいっぱいです。
【と　き】９月１日（土）

16時～20時30分※雨天中止
【ところ】長浜地方卸売市場北側駐車

場（田村町）
■問長浜地方卸売市場恩謝祭実行委員会
（1６３－４０００）

未来を担う子ども達と大人が自然と
生き物から学び、未来の平和を育て
るシンポジウムです。
【と　き】９月２日（日）

13時30分～16時30分
【ところ】長浜ロイヤルホテル（大島町）
【内　容】記念講演「持続可能な未来

の社会作り」、夢・未来の
子供平和賞発表、パネル
ディスカッション

【入場料】無料
【申込み】電話で下記まで
■問■申長浜ロータリークラブ事務局
（1６３－３５００）

賤ヶ岳城跡での研究者の話を聞き、
戦国大河ふるさと博を訪ねます。
【と　き】９月17日（月・祝）

13時30分～16時30分
【集合場所】木ノ本駅
【講　師】中井　均氏（滋賀県立大学

人間文化学部准教授）
【参加費】大人1,300円

小中学生800円
（リフト券、戦国大河きの
もと館入場券込み）

※雨天時公立木之本公民館での講演
【申込み】氏名、住所、電話番号を電

話、ＥメールまたはFAX
にて下記まで

■問■申長浜市文化財保護センター（1６
４－０３９５、FAX６２－６３５７、
Ｅメールbunkazai@city.nagahama.lg.jp）

看護学生、一般曹候補生、航空学生
を募集します。応募資格や受付期間
は募集種目によって異なりますので、
詳細は下記まで問合せください。
■問自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域
事務所（1０７４９－２６－０５
８７）http://www.mod.go.jp/pco/shiga

訪問看護ステーションや福祉施設へ
の再就職を考えている看護職の人を
きめ細かくサポートします。
【と　き】８月～３月の毎月第４月曜

日（12月のみ25日（火））
13時～16時

【ところ】ハローワーク長浜（南高田町）
■問滋賀県ナースセンター〈滋賀県看護協
会内〉（1０７７－５６４－９４９４）

菅浦のなりわい（漁業・林業・農
業・舟運業）を紹介します。
【と　き】８月24日(金)～９月２日(日)

９時～16時30分
【ところ】菅浦郷土史料館

（西浅井町菅浦）
【入場料】大人200円、小人100円
■問文化財保護センター
（1６４－０３９５）

【と　き】８月22日(水)15時～25日
(土)22時

【ところ】木之本地蔵院周辺、北国街
道および木之本商店街

○木之本大花火大会
【と　き】８月25日(土)20時～30分間
【ところ】木之本運動広場運動場

（木之本町西山）
■問ふるさと夏まつり実行委員会
（1８２－５９０２）

【と　き】８月26日(日)14時～16時
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【テーマ】「自分らしく輝いて生きる」

～すべての人がビューティフル～
【講　師】遙　洋子氏（作家、タレント）
※入場無料、申込み不要
■問青祥会法人本部（1６８－４１１４）

全国から集結した29チームの、熱い
よさこい演舞をお楽しみください。
また、福島県Ｂ級グルメ浪江焼そば
を販売し、売上の一部を東日本大震
災義援金として、長浜から元気を発
信します。
【と　き】９月１日(土)９時～21時

（荒天時順延）
【ところ】浅井文化スポーツ公園（大依町）

①齋藤智孝氏によるマタニティ・子
育て講演会「だいじないのち　だい
じなからだ」～楽しく子育て～
【と　き】９月１日(土)10時～11時
【対　象】市内在住・在勤の初めて

父・母になる人、子育て
に関心のある人

※託児はありません
②リフレッシュ講座
【と　き】９月４日(火)10時～11時

30分
【対　象】市内在住・在勤の未就園児

の保護者
【講　師】西本　美香氏
※託児：子ども１人100円（先着20人）
①②共通事項
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【参加費】１人100円（当日徴収）
【申込み】８月16日（木）～電話ま

たは直接下記まで
■問■申サンサンランド（1６２－３７
１２、６５－６４３３）

【と　き】９月12日～12月12日
（毎週水曜日、全14回）
18時30分～21時

【ところ】長浜社会福祉協議会（高田町）
【受講料】1,200円（テキスト代）
■問しょうがい福祉課
（1６５－６５１８）

お知らせ 

手話奉仕員養成講座（入門編）

サンサンランド講座情報

青祥会創立30周年記念講演会

長浜あざいあっぱれ祭り

ナースのための出張相談窓口

木之本地蔵大縁日

菅浦の文化的景観写真展③

市場感謝祭

未来の平和を育てよう

文化財講演会

自衛官募集

催し・行事 

不用品交換情報（８月１日現在）
あげます（無料）
○漬物石○遠赤外線ホームサウナ
○ポータブルトイレ○ワープロ
ください（無料）
○ミシン（電動、足踏み）○戦争ド
キュメンタリービデオ○自転車（大
人用、子ども乗せ用カゴ付）○幼児
用イス○電子キーボード○ボイラー
○車イス○ウインドウクーラー○チ
ャイルドシート○ジュニアシート○
アナログテレビ○子ども乗せ用自転
車カゴ○小引出し○古い木製糸巻ケ
ース○古いトランク○エレクトーン
ゆずります（有料）
○足踏みミシン○タンス○布団用敷
きマット
ゆずってください（有料）
○ボイラー○電動ミシン○卓上用
本縫いミシン○冷蔵庫○ランニン
グマシーン

■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません

募　集 

講座・教室 

お詫びと訂正　広報ながはま８月１日号11頁「まちなかに暮らそう」の右下、
長浜まちづくり㈱の電話番号に誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤　６５－３９５５　　　正　６５－３９３５


