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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課（7６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 

県では、防災・防犯などの情報を電
子メールで配信しています。ユーザ
ー登録すると、携帯電話やパソコン
に情報が配信されます。
【登　録】
QRコードまたは下記URL
から登録画面に進み、
entry@pref.shiga-info.jpへ
空メールを送信してください。

現在配信中の情報、登録手続きなど、
詳しくは次のホームページまで。
HP：http://www.pref.shiga-info.jp
■問県情報政策課
(7０７７－５２８－３３８１)

【と　き】８月25日(火)13時30分～
【ところ】五先賢の館(北野町)
【内　容】講演「片桐且元と茨木城」

講師：茨木市立文化財資料館
学芸員　清水　邦彦氏

【定　員】30人
【参加料】無料
■問･申五先賢の館 (7７４－０５６０)

児童生徒が学習で制作した絵画や焼
き物などを展示します。
【と　き】８月28日(金)15時～21時

８月29日(土)10時～21時
８月30日(日)10時～19時

【ところ】アル・プラザ長浜１階
セントラルコート

■問県立長浜養護学校
（7６３－９７２１）

「湖ノ頂デ僕ハ謳ウ」
自分たちが暮らすまちの未来につい
て話し合うワークショップです。
【と　き】８月28日(金)

19時30分～21時
【ところ】高月公民館(高月町渡岸寺)
【内　容】
①講演「未来発想のまちづくり」
講師：岩嵜　博倫 氏(㈱博報堂)
②ワークショップ
ワールドカフェ方式での話し合い

【参加費】無料
【定　員】30人(先着順)
【申込み】電話またはメールで下記まで。
■問･申高月地域づくり協議会事務局
〈高月公民館内〉(7８５－５２０４)
taka-kouminkan@bell.ocn.ne.jp

ストリートダンスや餅まき、ビンゴゲ
ーム、懸賞付き盆踊り大会など盛りだ
くさん。模擬店も多数出店します。
【と　き】８月29日(土) 雨天中止

16時～20時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
■問長浜地方卸売市場感謝祭実行委員会
(7６３－４０００)

【と　き】９月１日(火)13時30分～
【ところ】徳勝寺(平方町)
【内　容】
①浅井氏三代顕彰法要
②墓前祭
③記念講演「浅井氏と高時川用水」
講師：長浜城歴史博物館

館長　太田　浩司
【参加費】500円(一般参加の場合)
■問浅井家顕彰会 (7６２－５７７４)

今年は25チームが出場する「よさこ
い踊り」の祭り。飛び入り参加もで
きるチャンバラ合戦や豪華景品付き
餅まきのほか、フィナーレには音楽
に合わせた花火もあります。
【と　き】９月５日(土)９時30分～21時

※雨天順延９月６日(日)
【ところ】浅井文化スポーツ公園(大依町)
■問江州YOSAKOI組織委員会事務局
〈東浅井商工会内〉(7７４－０１９４)

鎌での稲刈り体験と、新米の試食をします。
【と　き】９月12日(土)10時～12時
【ところ】浅井歴史民俗資料館
【参加費】500円
【定　員】25人
【持ち物】長袖、長ズボン、軍手
【申込み】電話または直接下記まで。
■問･申浅井歴史民俗資料館

(7７４－０１０１)

認知症への気づきと、認知症こと始め
認知症について正しい知識と具体的
な対応を学びましょう。
【と　き】８月31日(月)

10時～11時30分
【ところ】市民交流センター ふれあいホール
【講　師】
・認知症キャラバンメイト「ひなた」
（市民ボランティアグループ）
・地域包括支援課　保健師
【参加費】無料　　
【定　員】100人（先着順）
【申込み】８月30日(日)までに直接ま

たは電話で下記まで。
■問･申市民交流センター

(7６５－３３６６)

再就職する意思のある人のための講
習会です。国から委託を受けたシニ
アワークプログラム講習として実施
します。
【と　き】９月３日～10月29日の木

曜日
９時～12時(10月22日の
み９時～16時)

【ところ】シルバー本部事務所ほか
【内　容】清掃の基本知識から、玄関

やトイレなどの掃除方法、
障子や網戸の張替えなど。

【対象者】55歳以上の市内在住の人
で、ハローワークに求職登
録をしている人。全日程
(10回)受講できる人。

【定　員】20人(先着順)
【受講料】無料
【申込み】８月28日(金)までに下記ま

で直接(求職登録番号が必
要)

※講習内容、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

(小堀町) (7６５－３３６７)

【と　き】９月10日(木)13時30分～
【ところ】湖北医療サポートセンター

「メディサポ」(宮司町)
【テーマ】上手な医療機関(救急医療)

のかかり方
【講　師】長浜赤十字病院

救急看護認定看護師
野上　幸代 氏　

◆滋賀の安全安心情報をメールで
「しらしがメール」

◆市場感謝祭

◆浅井家顕彰法要・講演会

◆長浜あざいあっぱれ祭り

◆あざい歴史の会　親子体験学習会

◆片桐且元没後400年企画講演会

◆長浜養護学校作品展

◆まちづくりミーティング

お知らせ

催　し

講座・教室

※申込不要、参加費無料。
■問湖北医師会 (7６５－３６００)

親子で楽しく体を動かしましょう。
【と　き】９月11日(金)９時45分集合
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】NPO法人日本YOGA連盟

平野　芳恵 氏
【対　象】親子ならどなたでも
【定　員】15組(先着順)
【参加費】１組500円
【持ち物】飲み物、お子さんとお出か

けの際に必要なもの
【申込み】事前に下記まで。
■問･申 Heart Train dai～dai～　村山
(7０９０－４０３８－８８９９)
daidai.risa@gmail.com

成年後見制度の基礎知識や遺言・エ
ンディングノートについて、わかり
やすく説明します。
※参加費無料。
【と　き】９月15日(火)

14時～15時30分
【ところ】湖北デイサービスセンター

(湖北町速水)
【内　容】講演会「成年後見制度と遺

言について
～私の財産ってどうなるの～」
(講師) 司法書士　

菅原　信道 氏
【定　員】40人
【申込み】９月11日(金)までに電話で

下記まで。
■問･申長浜市成年後見・権利擁護センター

木之本センター(7８２－５４１９)

【と　き】９月28日(月)
10時30分～14時

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】10人(初めての人を優先、

応募者多数の場合は抽選)
【講　師】中島　利直 氏（塩梅）
【メニュー】サンマの梅しそ春巻き、カ

ツオの彩りたたき
【参加費】500円(材料費・保険料込。

当日集めます)
【申込み】８月17日(月)～31日(月)に

電話またはメールで下記ま
で。(受付７時～17時、水
曜・日曜は休み)

■問･申長浜地方卸売市場いちば食育隊
(7６３－４０００)
nagasijo@mx.bw.dream.jp

【募集種目】①自衛官候補生
②防衛大学校
③防衛医科大学校
(医学科・看護学科)

【応募資格】①18歳以上27歳未満、
学歴不問

②③18歳以上21歳未満
で高校卒(見込含)

※平成28年４月１日現在
【受付期間】
①８月１日(土)～９月８日(火)
②③９月５日(土)～30日(水)
※詳しくは、
次のＱＲコードで。

■問･申自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域
事務所
(7０７４９－２６－０５８７)

【と　き】９月26日(土)９時～15時
【ところ】奥びわスポーツの森(早崎町)
【区　画】80区間(先着順)
【出店料】１区画1,000円

(１区画2.5m×2.5m)
【申込み】８月31日(月)までに電話で

下記まで。
■問びわ商工会 (7７２－４３４９)

地道に地域活動を続け、湖国滋賀の
発展を陰ながら支えている人たちを
顕彰します。
【顕彰部門】環境保全、社会福祉、地

域安心安全、子ども育成、
文化・スポーツ振興

【対　　象】広く一般県民その他から
推薦を受けた個人やグル
ープ

【応募方法】９月９日(水)までに推薦
用紙を下記まで送付。用
紙は市役所案内などに置
いています。

■問びわ湖放送「ほのぼの大賞」事務局
(7０７７－５２４－０１５４)

噛むことは歯や全身の健康にとって
大切です。よく噛むことのできる料
理のレシピコンクールを行います。
【応募内容】独創性があり未発表の料

理で、「材料、レシピ、
調理後の写真、料理の特
徴」

【応募締切】10月30日(金)
【審　　査】11月中旬
※優秀作品は商品券などを進呈。

※応募方法など詳しくは次のホーム
ページまで。

■問滋賀県歯科医師会
HP：http://shiga-da.org/

【と　き】 12月１日(火)
14時～16時(受付13時～)

【ところ】ピアザ淡海大会議室
(大津市におの浜)

【受付期間】９月７日(月)～24日(木)
の平日９時～17時

【申込書配布・受付場所】
上下水道課〈東館2階〉
※配布は８月21日(金)から

■問上下水道課 (7６５－１６０１)

法務局職員、公証人、司法書士、土
地家屋調査士、人権擁護委員があな
たの相談に対応します。
【と　き】10月４日(日)10時～16時
【ところ】イオンモール草津(草津市

新浜町)２階イオンホール
【内　容】不動産登記、相続・贈与、

会社法人登記、土地の境界、
人権擁護、戸籍、供託、公
証(遺言等)に関する相談

【相談料】無料
【申込み】不要。ただし予約優先。

予約は10月２日(金)17時
までに電話で下記まで。

■問大津地方法務局総務課
(7０７７－５２２－４７７２）

◆長浜ロードトレイン祭inBIWA
フリーマーケット出店者募集

◆下水道排水設備工事責任技術者試験

◆全国一斉！法務局休日相談所

◆健康教室

◆第30回びわ湖ほのぼの大賞

◆クリーニング講習会

◆自衛官募集
◆親子ヨガ教室

◆成年後見講座

◆よく噛んで健康レシピコンクール

募　集

◆市民交流センターふれあい講座
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不用品交換情報（７月24日現在）

ください（無料）
○長机○アコーディオンカーテン○
水槽○マッサージチェア○介護用ベ
ッド（リクライニング式）○大人用
自転車○夫婦座布団○二槽式洗濯機
○大型冷凍庫○子ども用自転車
ゆずってください（有料）
○長机○介護用ベッド（リクライニ
ング式）○二槽式洗濯機○電動自転車

あげます（無料）
○木製ベビーゲート（取付け用）

○パソコン用机○子ども用自転車

ゆずります（有料）
○電動自転車
※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、利用者双方の
話合いで決定していただきます。
■問環境保全課(7６５－６５１３)

相　談

試　験

Eメール 

Eメール 

Eメール 

◆料理教室～プロの味を伝授～


