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　　  　講　座　名

幼児英会話

キッズ英語(小４～６年生)

英語(初級)

英語(中級)

中国語(初級)

中国語(中級)

中国語(上級)

スペイン語(初級)

スペイン語(中級)

ポルトガル語(初級)

ポルトガル語(中級)

韓国語(初級)

韓国語(中級)

韓国語(上級)

たのしい日本語

曜日

日

金

日

日

土

土

土

日

日

火

火

日

日

日

時　　間

10時～10時30分

17時～18時

11時～12時

13時～14時

15時～16時30分

13時～14時30分

10時30分～12時

13時30分～15時

15時30分～17時

20時40分～21時40分

19時～20時30分

14時45分～16時15分

13時～14時30分

10時30分～12時

受講料

12,800円

14,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

11,200円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

2,000円

回数

16回

12回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

10回

開講日

４月９日～

４月14日～

４月９日～

４月９日～

４月８日～

４月８日～

４月８日～

４月９日～

４月９日～

４月11日～

４月11日～

４月９日～

４月９日～

４月９日～

随　時

定員

15人

 ８人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

※チケット制はご都合のつく日に10回受講いただけます。時間など詳しくはお問合せください。

【申込み】３月1日(水)10時30分から受け付けます。
　　　　　直接上記まで。(電話で仮予約可)
※定員になり次第締め切ります。また開講人数に満たない場合は開講しない場合もあります。
※お支払いいただいた受講料は原則としてお返しできません。またテキスト代は別途必要です。

韓国語を習いたいけど迷っている、ちょっと試したい
人にオススメ。旅行にも役立つ今すぐ使える簡単なフ
レーズなどが習えます。
【と　き】３月５日(日)～毎週日曜日　
　　　　　14時45分～16時15分

【受講料】4,000円(全４回)
【定　員】15人(先着順)
【申込み】２月15日(水)10時30分から上記で受け付けます。
※開講人数に満たない場合は開講しない場合もあります。

◆韓国語プレ講座を開講します。

長浜市多文化共生・国際交流ハウスGEO(神照町519)
(☎/FAX ０７４９－６３－４４００)　※問合せは10時～19時　
休館日：毎週木曜日、祝日翌日　

長浜市国際交流ハウスGEOジオ
2017 春の語学スクール生徒募集
長浜市国際交流ハウスGEOジオ
2017 春の語学スクール生徒募集
長浜市国際交流ハウスGEOジオ
2017 春の語学スクール生徒募集

【申込み】２月28日(火)(必着)までに住所・氏名
(フリガナ)・電話番号・年齢・参加人
数・同伴者の氏名(フリガナ)と年齢・
シャトルバス利用の有無を、郵送ま
たはFAXで後記まで。

■問・■申  滋賀医科大学睡眠行動医学講座
〒520－2192　大津市瀬田月輪町
(☎０７７－５４８－３６３２)
(□FAX  ０７７－５４８－２９７３)

　　　　hqsuimin@belle.shiga-med.ac.jp

◆春のミニロボ体験会
【と　き】３月26日(日)　10時～15時
【ところ】ヘイシン豊公園別館(大島町)
【内　容】ミニロボサッカー体験(無料)
　　　　　 ミニロボ組立て教室(1,500円)
※体験にはレンタルロボットもあります。

※組立てしたロボットは持ち帰り可能。
【定　員】組立て教室：10人(先着順)
【申込み】３月３日(金)までに電話で下記まで。
■問・■申 (一財)ヘイシンイニシアティブ基金
　  (☎０５０－７１０２－５３０６)

相　談
◆福祉のお仕事探し出張相談
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】３月10日(金)
              13時30分～16時
【ところ】北部振興局(木之本町木之本)
■問 湖北介護・福祉人材センター
   (☎６４－５１２５)

記事広告

不用品交換情報 (１月30日現在)
◆ください（無料）
○衣類乾燥機○ホットカーペット○冷蔵庫(大
きめ)○ベビーラック○全自動洗濯機○ミニコ
ンポ○ラミネーター○小型冷蔵庫○卓球台○子
ども用自転車(男の子用)○石油ファンヒーター
◆あげます（無料）
○ベビーカー○おまる○和掛け布団(４枚)
○木製ベッド
※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 (☎６５－６５１３)

お詫びと訂正
２月１日号の情報ひろば(18ページ)税・
料の記事に誤りがありました。
□誤 １月の税・料 →□正 ２月の税・料

※チケット制

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（☎６５－６５０４）までご連絡ください。

お知らせ
◆バーデあざい(健康パークあざい)
　65歳以上無料ご招待
【と　き】３月１日(水)～31日(金)
※毎週火曜日定休
【ところ】バーデあざい(野瀬町)
【対　象】市内在住の65歳以上の人
　　　　　(３月31日現在)
※受付で生年月日が確認できるもの
　(運転免許証または保険証)を提示
　してください。
※無料招待は１人１回まで。
■問 バーデあざい(☎７６－１１２６)

催　し
◆口唇口蓋裂児と共に歩む家族交流会
【と　き】２月26日(日)　10時～12時
　　　　　 (受付９時30分～)
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【内　容】ひなまつり用スイーツ作りと工作
【参加費】１人200円
【対　象】口唇口蓋裂児とその家族、
　　　　　 支援関係者
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申 長浜保健所(☎６５－６６１０)

◆わくわくおはなしフェスタ
　本と遊ぼう♪
パネルシアターや紙芝居、読み聞かせ
などでおはなしの世界を楽しもう。
【と　き】３月４日(土)　
　　　　　 12時50分～15時45分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】パネルシアター創案者
　　　　　古宇田 亮順 氏
　　　　　佛教大学教育学部教授
　　　　　髙橋 司 氏
※参加無料・申込不要
※小さなお子さんも大歓迎。オムツ交換・
　授乳スペースを用意しています。
■問 長浜市言葉を大切にするまちづくり
　 推進協議会事務局〈生涯学習課〉
　 (☎６５－６５５２)

◆伝統文化講演会
【と　き】３月４日(土)　
　　　　　　13時30分～(13時開場)　
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【内　容】「文芸ながはま」優秀作品表彰式

「伝統文化講演会」
講師：長浜城歴史博物館館長　太田 浩司 
テーマ：長浜の伝統芸能～日本の祭りin
　　　　ながはま2016にふれながら～

※参加無料・申込不要
■問 長浜市文化芸術協会事務局〈長浜文化芸術会館内〉
　(☎６３－７４００)

◆第14回青祥会研究発表大会
住みなれた地域で暮らすための支援
について考えます。
【と　き】３月12日(日)
　　　　　  ９時20分～16時30分
【ところ】ルッチプラザ(米原市長岡)
【特別講演】13時30分～15時
　　　　　 「こんなに簡単、笑いで周囲      
　　　　　　 が応援団になる」
　　　　     講師：夏川 立也 氏
　　　　  　(コミュニケーション・プロデューサー)
※申込不要、参加無料
■問 青祥会法人本部(☎６８－４１１４)

講座・教室
◆農業セミナー
【と　き】２月26日(日)　13時30分～
【ところ】虎姫公民館(田町)
【テーマ】「野菜作りの基礎知識と品目別
　　　　　  の栽培方法」
【講　師】JA北びわこ　常務理事
　　　　　森 政男 氏
※申込不要・参加無料
■問 (一財)昭和興農会　馬場
　(☎０９０－３７２９－９８８９)

◆ヨガ教室
楽しく体を動かしましょう。
【と　き】３月３日(金)　９時45分集合
　　　　　10時～11時20分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】小宮山 和子 氏
【定　員】15人(先着順)
【参加費】500円
【申込み】事前に下記まで。
※託児あり 先着５人(100円)
■問・■申 Heart Train dai～dai～　村山
　　(☎０９０－４０３８－８８９９)
　　　daidai.risa@gmail.com

◆体験教室「みそづくりをしよう」
地元産の大豆で昔ながらのみそづくり
を体験します。
【と　き】３月４日(土)　13時～15時
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【参加費】500円
【対　象】小学生以上
【持ち物】エプロン、マスク、三角巾
【定　員】20人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申 浅井歴史民俗資料館
　　 (☎７４－０１０１)

◆ニッポンのうた体験ワークショップ
 「みんなでソーラン節をつくろう」
日本の伝統文化を楽しもう。

【と　き】３月５日(日)　13時～15時
【ところ】多文化共生・国際交流ハウスGEO
　　　　　(神照町)
【参加費】500円(お茶、お菓子付き)
【講　師】民謡歌手　塚田 陵子 氏
【定　員】10人
【申込み】３月３日(金)までに電話で下記まで。
■問・■申 長浜市民国際交流協会
　　(☎６３－４４００)

◆健康教室
【と　き】３月９日(木)　13時30分～
【ところ】湖北医療サポートセンター(宮司町)
【テーマ】めまい
【講　師】澤田耳鼻咽喉科　院長
　　　　　澤田 泉 氏
※申込不要・参加無料
■問 湖北医師会(☎６５－３６００)

◆マタニティ講座
助産師の指導で赤ちゃん人形を使っただ
っこやおむつ交換などを体験。ヴァイオ
リンとピアノの生演奏もあります。
【と　き】３月11日(土)　10時～11時30分
【ところ】六荘公民館(勝町)
【参加費】１人200円
【対　象】市内在住・在勤で初めて出産
　　　　　  する妊婦さんとその家族
【定　員】20人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
※火～木曜日の９時～15時30分
■問・■申 子育て広場スキップ (☎６２－１２１２)

◆グリーンカーテンの作り方講座
環境にやさしい生活フェアの一講座として「グリ
ーンカーテン」の上手な作り方を教えます。参加
者には西洋あさがおの育苗セットをプレゼント。
【と　き】３月11日(土)　
　　　　　10時30分～11時30分
【ところ】神照公民館(神照町)
【参加費】200円
【対　象】市内在住・在勤の人
【定　員】30人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
■問 ながはまアメニティ会議事務局
  〈環境保全課内〉(☎６５－６５１３)

◆春の「すいみんの日」市民公開講座
　2017滋賀
いびきのことや睡眠と物忘れ・認知
症の関係、ヨガによる快眠法など、
様々な観点から睡眠を学びます。
【と　き】３月19日(日)　13時30分　
　　　　 ～15時30分(受付13時～)
【ところ】ピアザ淡海 滋賀県立県民交流
　　　　　センター(大津市におの浜)
※大津駅から無料シャトルバスを運行します。
【参加費】無料
【定　員】200人(先着順)
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