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有料広告欄

【と　き】４月10日(日)10時～15時
【ところ】臨湖(港町)
【内　容】フリーマーケット(40店程

度)、手作り作家のワーク
ショップ、エッグハントゲ
ーム、ギター体験教室、ぬ
りえコーナーなど

※一部有料・申込不要
■問臨湖(7６５－２１２０) 

家族のつながりがテーマのドキュメ
ンタリー映画。生きる意味、命や家
族、絆の大切さなど、いろんな思い
がつまった作品です。
【と　き】①４月15日(金)18時30分～

②４月16日(土)10時～　　
③ 14時30分～
④４月17日(日)10時～　　
⑤ 14時～

※上映時間は約２時間(30分前開場)
※①は中学生以上、別室で字幕解説版も上映
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】各回100人(先着順)
【参加費】大人1,000円(当日1,200円)

小学生500円(当日700円)
未就学児、障害者手帳持参
の人無料

【申込み】前売チケットは４月14日(木)
までに下記まで。

○上映会に関連して、林ともこさん講演
会を開催！
※申込不要、入場無料
【と　き】４月16日(土)13時～
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
■問･申 Smile あーちゃんプロジェクト　林

(7０９０－４７６９－０５２１)
daidai.risa@gmail.com

日本３大アメリカンフットボウルゲ
ームのひとつ「長浜ひょうたんボウ
ル」を今年も開催します。
【と　き】４月29日(金・祝)
【ところ】長浜バイオ大学ドーム(田村町)
【日　程】
10時～ 市立西中学校 対 同志社国際

中学校・京都CB合同
11時40分～市立南中学校 対 王子SC・西

宮JB・神戸学院大学NJ合同
14時30分～立命館大学パンサーズ 対 同

志社大学ワイルドローバー
※屋外グラウンドでフラッグフット　
ボールも同時開催(10時～14時)

【入場料】
高校生：前売　500円(当日　600円)
一　般：前売1,000円(当日1,200円)
※中学生以下無料
【前売場所】アルプラザ長浜ほか
■問滋賀県アメリカンフットボール連盟
八木(7０９０－１４４２－８９５０) 

初心者向けのヨガとストレッチで体の
メンテナンスをしませんか。３回講座
です。国籍・年齢・性別に関係なく、
どなたでも受講できます。
【と　き】５月９日(月)、23日(月)、

６月６日(月)
【ところ】多文化共生・国際文化交流

ハウスＧＥＯ(ジオ)
【参加費】500円(各回)
【定　員】20人(多数の場合、外国籍

の人優先)
【持ち物】ヨガマットまたはバスタオル
【申込み】４月27日(水)までに下記まで。
■問･申長浜市民国際交流協会

(7 5６３－４４００)

日本語ボランティアに興味のある人、
また、これから始めてみたい人向け
の講座です。
【と　き】４月24日(日)15時～17時

５月15日(日)15時～17時
【ところ】多文化共生・国際文化交流

ハウスＧＥＯ(ジオ)
【講　師】伊賀日本語の会テクニカル

アドバイザー　船見和秀氏
【定　員】30人(先着順)
【参加費】１人1,000円(各回)
【申込み】４月22日(金)までに下記まで。
■問･申長浜市民国際交流協会

(7 5６３－４４００)

トーナメント方式の大会です。
【と　き】４月24日(日)８時30分～
※雨天の場合は５月１日(日)
【ところ】神照運動公園(神照町)
【参加資格】市内在住・在勤の男女で

編成したチーム
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】４月15日(金)までに下記まで。
■問･申長浜市ソフトボール協会　@森

(7６２－４１８１5６２－４１８４)

福祉の仕事探しについて相談をお受け
します。気軽にお立ち寄りください。
【と　き】４月14日(木)

13時30分～16時
【ところ】市役所湖北支所(湖北町速水)
■問湖北介護・福祉人材センター
(7６４－５１２５) 

◆福祉のお仕事探し出張相談

◆市民ソフトボール大会
参加チーム募集

◆「うまれる ずっと、いっしょ。」
上映会

◆イースターフェスタ

催　し

講座・教室
◆「ちょこっとヨガ&毎日できる
ストレッチ」

相　談

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 

Eメール 

◆第66回長浜ひょうたんボウル ◆日本語ボランティア入門講座

募　集

5,000

不用品交換情報(３月８日現在)
ください（無料）
○こたつ布団○洗濯機○バスケットゴー
ル○卓球台
ゆずってください（有料）
○バスケットゴール○卓球台

あげます（無料）
○エレクトーン○電動マッサージチェア○漫
画雑誌○ブラウン管テレビ○サイドボード

ゆずります（有料）
○ひな人形○琴○ＩＨコンロ(２口)○座敷
机○セーラー服(175ｃｍ)

※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。
※有料による不用品交換情報の新規登
録は、４月以降行いません。

■問環境保全課(7６５－６５１３)

【診療日】４月３日、10日、17日、
24日、29日、
５月１日、３日、４日、５日、
８日、15日、22日、29日

【診療時間】９時～18時
【診療科】内科、小児科
【受付時間】８時30分～11時30分

12時30分～17時30分
【場　所】宮司町1181－2

湖北医療サポートセンター
「メディサポ」内

【電話番号】６５－１５２５
※受診時は保険証・お薬手帳・母子健康手
帳(乳幼児の場合)をお忘れなく。

■問健康推進課（7６５－７７７９）

長浜米原休日急患診療所
４・５月の診療日のお知らせ

【と　き】４月７日(木)10時～14時
４月16日(土)12時～16時

【ところ】市民交流センター和室
【相談員】下地久美子さん(臨床心理士)
【料　金】無料
※託児あり(要予約)、秘密厳守
■申平日：人権施策推進課
(7６５－６５５６　専用ダイヤル)
土日：市民交流センター
(7６５－３３６６)

女性の悩み相談(要予約)
【長浜地域】４月28日(木)18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】４月22日(金)18時～20時

湯田公民館(内保町）
【びわ地域】４月22日(金)19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】４月22日(金)18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】４月21日(木)18時～20時

湖北公民館(湖北町速水）
【高月地域】４月13日(水)13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】４月21日(木)15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】４月23日(土)10時～12時

山村開発センター（余呉町中之郷）
【西浅井地域】４月20日(水)13時～15時

西浅井公民館（西浅井支所内）
■問社会福祉課(7６５－６５３６)
市ホームページ「結婚支援」で検
索またはQRコード

※いずれの会場も提供でき
る情報は同じです。

※登録の有効期限は３年で
す。再登録を希望する人は、各会場
で申請をお願いします。

結婚相談

納付カレンダー

納付期限

市県民税

軽自動車税

国民健康保険料

介護保険料

５月31日
（火）

前納
１期

全期

６月30日
（木）
前納
１期

前納
１期

１期

８月１日
（水）

２期

２期

２期

１期

８月31日
（金）

３期

３期

２期

９月30日
（金）

２期

４期

４期

３期

10月31日
（月）

３期

５期

５期

４期

11月30日
（水）

３期

６期

６期

５期

１月４日
（水）

４期

７期

７期

６期

１月31日
（火）

４期

８期

８期

７期

２月28日
（火）

９期

９期

８期

３月31日
（金）

10期

10期

９期

※７月、12月の各末日は取扱金融機関の休業日にあたるため、納付期限は翌営業日になります。
※65歳以上の人で、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のうち、年金からいただく分については、支給時に振替となります。

「長浜市ほっとにゅ～す」
長浜の魅力やできごとを
写真とともに紹介！
★Facebookに登録していない
人もご覧いただけます。

https://www.facebook.com/
nagahama.hotnews/

長浜市公式Facebookページ

長浜市民献血デーにご協力ください
■問健康推進課(7６５―７７７９)

【受付時間】10時～12時、13時～15時30分　
★400ｍL全血献血をお願いします。

４月９日(土) 西友長浜楽市店駐車場
４月23日(土) イオン長浜店駐車場

固定資産税
都市計画税

後期高齢者
医療保険料


