
募　　集
◆多文化共生フェスタ実行委員募集！
第１回目のミーティングを行います。
イベントのアイデアを出し合って今年
のフェスタを一緒に作りませんか。
【と　き】５月９日（火）　

19時～20時30分
【ところ】  多文化共生・国際文化交流ハ

ウスGEO（神照町）
【対　象】学生・社会人
【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　（☎６３－４４００）

◆Englishカフェ参加者募集
【と　き】５月14日（日）　

13時30分～15時30分
５月26日（金）
19時～21時

【ところ】  多文化共生・国際文化交流ハ
ウスGEO（神照町）

【対　象】  英語を話したい人、日本語を
話したい外国人

※英語ネイティブが不参加の場合があります。
【参加費】500円（ケーキ・コーヒー付）
【申込み】前日までに電話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会　
　　 （☎６３－４４００）

◆英語でコミュニケーション教室
　受講者募集
【と　き】毎月第１、第３木曜日　

19時～20時30分
【ところ】木之本まちづくりセンター
【講　師】米国人講師ほか
【参加費】１回500円

（テキスト代1,000円程度必要）
【申込み】電話で下記まで。
問・申木之本まちづくりセンター
　　 （☎８２－５９１５）

◆全国戦没者追悼式参列者募集
８月15日（火）に日本武道館で開催予定の
全国戦没者追悼式に参列する遺族を募集。
【対　象】  戦没者の配偶者、子、父母、兄

弟姉妹、孫（県内在住の人）で８

月14日（月）～15日（火）の１泊
２日の団体行動ができる人

※原則１柱１回。２回目の参加希望者、
またはしょうがいがあり、介助者の
同行が必要な人は下記まで。

【定　員】50人程度（応募多数の場合は抽選）
【参加費】5,000円程度（介助者自己負担）
【応募方法】  はがきに①郵便番号、住所、

氏名（ふりがな）、生年月日、
性別、戦没者との続柄、電話
番号、②戦没者の氏名（ふりが
な）、戦没時の本籍都道府県名、
陸・海軍の別を記入して下記
まで（５月31日（水）消印有効）

問・申  滋賀県健康福祉政策課援護係
　　（大津市京町）
　　（☎０７７－５２８－３５１４）
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不用品交換情報（４月18日現在）
◆ください（無料）
○中型冷蔵庫○夫婦座布団○ポータブルミシン○衣装ケース○大型冷蔵庫○
一般用自転車○座椅子○２口ガスコンロ○パソコン（メーカーは問わない）○
液晶テレビ（14～19インチ）○電子ピアノ○薄型テレビ○DVDレコーダー○
組み立て式防音ルーム○囲碁セット

◆あげます（無料）
○長机○皿（ランチ用皿・深め皿）○火鉢○やぐらコタツ（座布団４点付）○エ
レクトーン○布団○書棚○下駄箱○物置○書類キャビネット○夫婦座布団○
二槽式洗濯機○マッサージチェア○2口ガスコンロ（プロパンガス）○水槽○
中型冷蔵庫○ハンディマッサージ器
※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）

【長浜地域】５月25日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】５月26日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】５月26日（金） 19時30分～21時
びわまちづくりセンター（難波町）

【虎姫地域】５月26日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】５月18日（木） 18時～20時
湖北まちづくりセンター（湖北町速水）

【高月地域】５月10日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ５月18日（木） 15時～17時
木之本まちづくりセンター（北部振興局内）

【余呉地域】５月27日（土） 10時～12時
余呉山村開発センター（余呉町中之郷）

【西浅井地域】 ５月17日（水） 17時～19時
西浅井まちづくりセンター（西浅井支所内）

問社会福祉課（☎６５－６５３６）
　 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

長浜米原休日急患診療所
５・６月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ５月３日、４日、５日、７日、
14日、21日、28日

　　　 　 ６月４日、11日、18日、25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
※ 電話は、おかけ間違いのないように
ご注意ください。

※ 受診時は健康保険証・お薬手帳・母子健
康手帳（乳幼児の場合）をお忘れなく。

※ 診療日は日曜・祝日・年末年始（12月
30日～１月３日）です。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

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】５月12日(金) 13時30分～14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）

５月の税・料
固定資産税・都市計画税　　１期
軽自動車税　　　　　　　　全期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　５月11日（木） 10時～14時
　　　　 ５月20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
　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

有料広告欄

情報ひろば 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。

弁護士法人

おうみ法律事務所

〒526-0031　長浜市八幡東町225
代表弁護士  竹内  寛 （滋賀弁護士会所属）
HP : http://www.ohmi.lawyers-office.jp

催　　し
◆第33回賤ヶ岳まつり
【と　き】５月14日（日） ９時30分～15時
【ところ】  賤ヶ岳リフト駐車場　　　　

（木之本町大音）
【内　容】  ステージイベント、模擬店、

戦国茶コーナー、スタンプラ
リー、賤ヶ岳合戦史談会、餅
まき・大抽選会

問賤ヶ岳まつり実行委員会
　（☎８２－５９０９）

◆講演会「井伊家と徳川家康の交友　
　　　　　　ー家康の生きた時代ー」
【と　き】５月14日（日）

13時45分～15時15分
【ところ】浅井図書館（大依町）
【講　師】  堀江登

と し み

志実 氏　　　　　　　
　（岡崎市美術博物館副館長）

【受講料】一般500円
あざい歴史の会会員は無料

※ 申込不要
問浅井歴史民俗資料館
　（☎７４－０１０１）

◆第１回子育て支援講習会
【と　き】５月20日（土）

10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【内　容】  子どもに起きやすい事故の予

防と手当て
【講　師】赤十字幼児安全法指導員
【対　象】  乳幼児を育児中の両親および

家族
【定　員】50人程度
【申込み】５月12日（金）までに下記まで。
※ 託児あり（要申込）
問・申長浜赤十字病院　社会課
　　（☎６３－２１１１）

◆山本山登山観察会 
山本山に登って自然観察をします。標
高324mの低山ハイキングです。
【と　き】５月21日（日）

９時30分～14時30分

【参加費】大人200円
市内小中学生無料

【持ち物】弁当、水筒、雨具、運動靴
※ 申込不要
問湖北野鳥センター（☎７９－１２８９）

◆ピュアブラス第４回定期演奏会 
長浜市・米原市でのイベントなどを中
心に、地域に根付いた演奏活動をして
いる吹奏楽団「ピュアブラス」の定期
演奏会です。 
【と　き】５月21日（日）

13時30分開場、14時開演 
【ところ】ルッチプラザ（米原市長岡）
【曲   目】  ウィークエンド・イン・

ニューヨーク/「もののけ姫」
セレクション/歌劇「トゥーラ
ンドット」セレクション ほか

※申込不要、入場無料
問ピュアブラス　伊藤
　（☎０９０－８６５４－９８１８）

◆親と子のスポーツ大会
親子で楽しく汗をながしませんか？
【と　き】７月２日（日）

10時～15時予定
【ところ】布引スポーツ公園体育館

（東近江市芝原町）
【参加費】不要
【持ち物】  運動できる服装・靴、水筒　

タオルなど
【申込み】電話で下記まで。
問・申母子福祉のぞみ会
　　（☎８８－０２３７）

講座・教室
◆滋賀文教短期大学　大学開放講座
大学の特色ある内容を地域に開放する
講座です。
①白居易の諷喩詩について～新楽府50首から～
【と　き】  ５月18日（木）～７月６日（木）

の毎週木曜日　14時～16時
②滋賀の児童文学１～巖谷小波の世界～
【と　き】６月12日（月）・26日（月）

10時～12時

③ ボランティア養成講座　健康につい
て考えよう

【と　き】６月28日（水）
13時30分～15時30分

【申込み】FAXかハガキで下記まで。
※詳細は大学ホームページに掲載しています。
問・申滋賀文教短期大学（田村町335）
　　（☎６３－５８１５／ ６５－１９２１）

◆弓道スポーツ教室
弓道をやってみたい社会人のみなさん、
気軽にご参加ください。
【と　き】  ５月23日（火）～６月20日（火）

の毎週火・土曜日
19時30分～21時

【ところ】長浜市民弓道場（宮前町）
【対　象】一般・大学生以上
【受講料】5,000円（全９回分）
【申込み】電話で下記まで。
○弓道無料体験教室もあります。
【と　き】５月21日（日）

13時30分～16時
【申込み】電話で下記まで。
※申込方法など詳しくは下記まで。
問・申長浜市民弓道場 担当：金子
　　（☎０９０－３８６５－８７５１）

◆第31回一日回峰行
歴史と新緑の季節を小谷城山麗で体感
してください。
【と　き】５月20日（土） ９時～
※悪天候時は28日（日）に延期
【集合場所】五先賢の館（北野町）
【対　象】小学生以上

（３年生以下は保護者同伴）
【定　員】70人
【内　容】  下山後、講演会「相応和尚と

千日回峰行」（講師:西原雄
たけ ひ ろ

大
学芸員）、お茶会（遠州流茶道
浅井支部）

【参加費】500円（小・中学生無料）
【申込み】  電話、FAXまたはメールで下

記まで。
問・申五先賢の館
　　（☎７４－０５６０／ ７４－０９１０）
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