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【と　き】10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）３階小会議室

【定　員】６人（先着順）
※要事前予約。電話で下記まで
■問市税務課（1６５－６５２４）

サークル活動の発表と展示、バザー、
模擬店をを開催します。
【と　き】９月23日(日)

10時～16時30分
【ところ】市民交流センター(地福寺町）
【内　容】うたごえサークル「キララ」

合唱、映画「折り梅」上
映、フラダンス、よさこ
い、大正琴、陶芸、手芸、
お花　他多数

■問市民交流センター（1６５－３３６６）

ロードトレイン10台が結集し、池周回
コースを走ります。移動動物園やフリ
ーマーケットなど、お楽しみ満載です。
【と　き】９月29日(土)９時～15時

雨天時は９月30日(日)に延期
【ところ】奥びわスポーツの森（早崎町）
■問びわ地域まつり実行委員会〈びわ
商工会内〉（1７２－４３４９）

甲冑作り教室(要予約)や、ステージ
イベント、抽選会、模擬店等でにぎ
わいます。祭りのフィナーレには手
づくり甲冑武者が勇壮に城下町を練
り歩きます。
【と　き】９月30日(日)９時～15時
【ところ】戦国ガイドステーション前

広場（湖北町伊部）
■問■申小谷城ふるさと祭り運営委員会
事務局（1７８－２３２０）

アートインナガハマ特別企画として
２日間で６回の公演を行います。
【と　き】10月６日(土)・７日(日)

両日とも11時～、13時30
分～、15時～

【ところ】安浄寺（大手門通り沿い）
【入場料】各日１日通し券　500円
■問人形劇まつり実行委員会・すずめの
学校事務局 下郷(1６４－１５８８)

池田まさるさんを講師に迎え、親子

湖国寮は東京都内およびその近郊に
ある大学などで学ぶ、主に滋賀県出
身の学生のために設置された寮です。
毎年１月から募集を開始します。（予
備登録可能）入寮資格等詳しくは下
記まで問合せください。
※２食付（ごはん・味噌汁おかわり
自由）６万円/月～

■問（公財）湖国協会東京連絡所
（1０３－３６６１－１１８０）
受付時間：平日10時～16時

「法の日」に合わせて各種行事を開催
します。相談・参加は無料です。
○刑事事件についての相談窓口
【と　き】10月１日(月)～５日(金)

８時30分～17時15分
【ところ】大津地方検察庁
【申込み】電話で下記まで
■問■申大津地方検察庁企画調査課
（1０７７－５２７－５１２３）

○人権相談窓口
【と　き】10月１日(月)～５日(金)

８時30分～17時15分
【ところ】大津地方法務局
【申込み】電話で下記まで
■問■申大津地方法務局人権擁護課
（1０７７－５２２－４６７３）

○滋賀弁護士会による法律相談所
【と　き】10月４日(木)・５日(金)

９時30分～16時
【ところ】滋賀弁護士会館またはJR

大津駅近辺の担当弁護士
事務所

【定　員】33人（先着順、１人30分）
【申込み】10月３日(水)までに電話で

下記まで
■問■申滋賀弁護士会
（1０７７－５２２－３２３８）

受付時間：平日９時～12時、13時～17時
○法の日週間記念行事　調停制度説明会
【と　き】10月５日(金)

13時30分～15時頃
【ところ】大津地方・家庭裁判所庁舎本館
【定　員】40人（要事前予約）
■問■申大津地方・家庭裁判所事務局総務
課（1０７７－５０３－８１１２）

※会場はいずれもJR大津駅から徒歩
１～３分です。

確定申告など税全般に関する相談に
税理士がお答えします。

で楽しく自然とふれあいます。
【と　き】10月12日(金)10時～11時

（受付９時45分～）
【ところ】出会いの森・高月図書館

（高月町渡岸寺）
※雨天時はあいあいらんど

【対　象】１歳～未就園のお子さんと
保護者

【定　員】30組（先着順）
【参加費】子ども１人100円
【持ち物】水筒、タオル、シート、ビ

ニール袋、バンダナ（目
かくし用）

【申込み】９月18日(火)～電話で下記まで
■問■申あいあいらんど子育て支援セン
ター（1８５－５５７７）

豊公まつりでの武者行列・稚児行列
への参加者を募集しています。
【と　き】10月14日（日）
【ところ】長浜中心市街地一帯
【参加費・募集人数】
武者行列：無料、男性７人、女性１人

（申込多数の場合は抽選）
稚児行列：3,000円、４～８歳の男女

（人数制限なし）
【申込み】10月５日（金）までに電

話で下記まで
■問■申豊公まつり実行委員会
〈豊国神社内〉（1６２－４８３８）

秋の長浜を彩るきもの大園遊会への
参加者を募集しています。
【と　き】10月20日（土）
【ところ】長浜中心市街地一帯
【募集定員】1,000人（先着順）
【応募資格】着物で参加できる18歳以

上40歳未満（平成24年４
月１日現在）の女性※既
婚・未婚は問いません。

【申込み】９月30日(日)までに往復は
がきまたは下記サイトか
ら申込みください。

■問■申長浜きもの大園遊会運営委員会
（〒526-8501高田町12－34
1６２－４１１１
PC http://www.nagahamashi.
org/syusse/enyu/
携帯 http://www.nagahamashi.
org/mob/e/）

ますます講座を充実させた長浜きも
の大學への参加者を募集しています。

【受講料】13,000円（テキスト代別）
【申込締切】９月28日（金）
○キッズ英語教室
①１～３年生クラス：９月25日～12
月18日　17時～18時（毎週火曜
日・全12回）

②４～６年生クラス：９月21日～12
月14日　17時～18時（毎週金曜
日・全12回）

【定　員】①②各10人程度（先着順）
【受講料】15,000円（テキスト代込）
【申込締切】９月21日（金）
■問■申NPO法人長浜市民国際交流協会
（NIFA）（1/FAX６３－４４００）
受付時間：10時～19時（木曜日休館）

【と　き】10月13日(土)10時～12時
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）

本館２階講堂
【テーマ】『これから流行る病気について』
【講　師】奥野計寿人　小児科医長
【対象者】乳幼児の家族
【定　員】50人程度　※参加費無料
【申込み】10月３日(水)までに電話で下

記まで※託児あり（要申込）
■問■申長浜赤十字病院社会課　金澤
（1６３－２１１１）

「今が大切、親子の関わりは食事から」
【と　き】10月14日(日)

10時～11時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【対　象】市内在住・在勤の未就園児

の保護者、子育て・食育
等に興味のある人

【定　員】100人（先着順）
【参加費】大人１人100円　当日集金
※託児あり（子ども１人100円、先
着35人）

【申込み】９月15日から電話または
直接下記まで

■問■申サンサンランド子育て支援セン
ター（1６２－３７１２、６５－
６４３３）

○ガイドヘルパー技能講習会
【と　き】10月９日(火)～11月９日

(金)のうち11日間
９時～16時

【定　員】20人
【申込締切】９月28日(金)必着
【面　接】10月２日(火)10時～
連合会事務所（大津市逢坂）にて
○オフィスクリーニング技能講習
【と　き】10月30日(火)～11月８日(木)

（土日除く）10時～16時

【と　き】11月10日（土）
【ところ】長浜中心市街地一帯ほか
【募集定員】400人（先着順）
【応募資格】着物姿で参加できる人

(男女年齢を問わず)
【応募締切】９月30日(日)当日消印有効
【参加料】5,000円
講座の種類につきましては、チラシ
またはホームページをご覧ください。
■問■申長浜きものの集い事業部会
（〒526-8501高田町12－34
1６２－４１１１PC http://www.
nagahamashi.org/syusse/daigaku/
携帯 http://www.nagahamashi.org/mob/d/）

厚生労働省が定めた介護職員養成研
修２級課程のカリキュラムに基づき、
講座・実技講習を実施します。研修
終了後は全国に通用する終了証書を
お渡しします。
【と　き】10月17日(水)～12月27日(土)

※週４日を予定
【ところ】特別養護老人ホーム　湖北

水鳥の里（湖北町延勝寺）
【受講資格】県内在住の16歳以上の人

で、全日程受講可能な人
【定　員】20人（先着順）
【受講料】49,350円（テキスト代込み）
【募集期間】９月16日(日)～10月11日(木)
■問■申湖北真幸会（1７９－８１１１）
http://www18.ocn.ne.jp/̃mizud
ori/index.htm

国際文化交流ハウス（GEO）で下記
の語学教室を開催します。申込みは
電話、FAXまたは直接GEOまで。
○ポルトガル語講座
①初級クラス：９月26日～H25年２
月13日　15時～16:30（毎週水
曜日・全16回）

②中級クラス：９月25日～H25年２
月19日　19時～20:30（毎週火
曜日・全16回）

【定　員】①②各15人程度（先着順）
【受講料】4,000円（テキスト代別）
【申込締切】９月21日（金）
○中国語講座
①初級クラス：10月６日～H25年３
月９日　13時～14時30分（毎週
土曜日・全16回）

②中級クラス：10月６日～H25年３
月９日　10時30分～12時（毎週
土曜日・全16回）

【定　員】①②各15人程度（先着順）

【定　員】20人
【申込締切】10月18日（木）必着
【面　接】10月22日（月）10時～
連合会事務所（大津市逢坂）にて

※いずれも受講料無料、55歳以上で
ハローワークにて求職登録してい
る人が対象です。

※申込用紙はハローワークにあります。
■問■申滋賀県シルバー人材センター連合
会（1０７７－５２５－４１２８）

○襖の張り替え就業体験
【と　き】10月25日(木)、26日(金)

９時～12時
【定　員】各日程10人
※いずれも受講料無料、55歳以上で
ハローワークにて求職登録してい
る人が対象です。会場など詳細は
下記まで

■問■申長浜市シルバー人材センター
（1６５－３３６７）

お知らせ 

長浜きもの大園遊会参加者募集

ホームヘルパー２級養成講座

近畿税理士会による税務無料相談

湖国寮について

10月１日は「法の日」

市民交流センターの集い

長浜ロードトレインまつりinBIWA

小谷城ふるさと祭り

第８回人形劇まつり

親子で自然大好き遊び

豊公まつり武者行列参加者募集

外国語を学びませんか？

長浜きもの大學参加者募集

子育て支援講習会

シニア対象『講習会』

シルバーワークショップ就業体験

催し・行事 

不用品交換情報（８月31日現在）
あげます（無料）
○食器○古いトランク○ベビーベ
ッド（木製）○植木鉢○一面鏡○
室内滑り台○編み機
ください（無料）
○チャイルドシート○足踏みミシン
○自転車（大人用・子ども用）○ポ
ータブルトイレ（肘付）○液晶テレ
ビ○ワープロ○金魚運動器○毛せん
○ベビーカー○衣類乾燥機○レーザ
ーカラオケ○オープンリールレコー
ダー○二層式洗濯機○介護用電動ベ
ッド○ジュニアシート○掃除機
ゆずります（有料）
○電動ミシン○業務用掃除機○ボイ
ラー（本体のみ）○革張りのイス○
クーラー○ゲートボールケース○全
自動洗濯機○回転イス付テーブル○
子ども用木馬
ゆずってください（有料）
○ワープロ○足踏みミシン○衣類
乾燥機○二層式洗濯機○ミニ耕運
機○子ども用自転車

■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 

子育て講演会　

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室（7６５－６５０４）までご連絡ください。

＜注意＞紙面の都合上、内容は広報室で編集します。申込み多数の時は掲載できない場合があります。
会員・団員の募集は掲載できません。営利、宗教、政治に関するものはお断りします。


