
記事広告

滋賀県レイカディア大学　第40期　学生の募集について滋賀県レイカディア大学　第40期　学生の募集について滋賀県レイカディア大学　第40期　学生の募集について

人形浄瑠璃「冨田人形」
ー夏公演ー

長浜文化スポーツ振興事業団

友の会 会員募集中

　百数十年の伝統を誇る人形浄瑠璃を、ぜひお楽しみ
ください。海外からの留学生たちの熱演にもご注目く
ださい。
【演　目】式三番叟、東海道中膝栗毛、伊達娘恋緋鹿子
　　　　　傾城阿波鳴門
【と　き】７月30日(日)　13時30分開演(13時開場)
【ところ】びわ文化学習センター (難波町)
【入場料】1,000円(当日1,200円)
　　　　　夏・秋通し券　1,500円
　　　　　高校生以下無料
【前売発売開始日】５月27日(土)
【発売所】長浜文化芸術会館
　　　　　浅井B&G海洋センター
　　　　　長浜市民体育館ほか

問 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団〈長浜文化芸術会館内〉（☎６３－７４００)

【滋賀県レイカディア大学とは】
　滋賀県社会福祉協議会では、高齢者が新しい知識と
教養を身につけ、地域の担い手として登場できるよう
支援するため、滋賀県レイカディア大学を開設してい
ます。
【修業年限】　
　平成29年10月～平成31年９月の２年間
【入学資格】
　現に県内に居住し、平成29年10月１日時点において
60歳以上の人で、大学設置の趣旨を理解し、学習意欲
に富み、通学および各種講義に出席できる健康な人。
また、卒業後、学習の成果を生かした地域活動等に意
欲がある人。なお、過去に入学を許可された人の応募
はできません。

【授業料】
　授業料は各学年、前期・後期ともに25,000円です。
ただし、教材費、傷害保険料、見学・研修の経費およ
び自主活動等に要する経費等は学生の負担とします。
【出願手続き等】
　募集要項および入学願書は、社会福祉協議会、まち
づくりセンター、または老人クラブ連合会などにあり
ます。また、びわこシニアネット(http:/ /www.e-
biwako.jp/)からダウンロードすることもできます。
　入学願書は、募集要項をよく読んで必要事項を記入
のうえ、レイカディア大学本部まで郵送してください。
【入学願書受付期間】
　６月１日(木)～７月31日(月)

 ■問 滋賀県レイカディア大学米原校(☎５２－５１１０)

◆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】６月９日(金)　13時30分～16時
【ところ】西浅井まちづくりセンター
　　　　　(西浅井町大浦)
※完全予約制です。前日17時までに下
　記へ申し込みください。
■問 湖北介護・福祉人材センター
　(☎６４－５１２５)

　友の会に入会し、多彩で優れた舞台
芸術や文化講座、スポーツイベントに
参加しませんか。
【年 会 費】1,000円
【有効期限】平成30年３月31日まで
【会員特典】①前売券の優先購入
　　　　　　②イベントチラシの送付
　　　　　　③助成券の発行(500円を
　　　　　　　２枚)
※詳しくは下記までお問い合わせく
　ださい。
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不用品交換情報 (４月26日現在)
◆ください（無料）
○大人用自転車○薄型テレビ○ＤＶＤレ
コーダー○組み立て式防音ルーム○碁盤
と碁石○全自動洗濯機○電子ピアノ○２
口ガスコンロ(都市ガス用)○中型冷蔵庫
○CDラジカセ○卓球台
◆あげます（無料）
○二槽式洗濯機○物置○２口ガスコンロ
(プロパンガス)○マッサージチェア○書

類キャビネット○書棚○布団○水槽○皿
○長机○火鉢○中型冷蔵庫○やぐらコタ
ツ(座椅子４点付) ○エレクトーン○ハン
ディマッサージ機○木製ベッド○チャイ
ルドシート
※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)

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
◆大切な「命」を火災から守りましょう
　湖北地域管内では、昨年10月からの
半年間で、暖房器具やローソクなどの
裸火が原因で６件の住宅が全焼し、高
齢者７人を含む８人の尊い生命が犠牲
となっています。
　火災は私達の大切な家族や貴重な財
産を一瞬にして奪ってしまいます。火
の取り扱いには十分注意するとともに、
特に高齢者の方は避難しやすい場所を
寝室にして、素早く避難できる環境作
りに心がけて下さい。また、火災の発
生を早く知らせるため住宅用火災警報
器の設置に努めましょう。
■問 湖北地域消防本部長浜消防署
　(☎６２－９１９４)

催　し
◆第３回長浜さつき盆栽展
内閣総理大臣賞受賞作品など約70作品
が展示。華やかな初夏の香りをお楽し
みください。
【と　き】５月27日(土)～６月11日(日)
　　　　　９時30分～17時
【ところ】慶雲館(港町)
【入館料】大人500円　小中学生200円
■問 慶雲館(☎６２－０７４０)

◆いきいき健康フェスティバル
「幸せは心と体の健康から」をテーマ
に、子どもも大人も楽しめるイベント
です。ぜひご家族そろって遊びに来て
ください。
【と　き】５月28日(日)　10時～16時
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【内　容】講演会、健康講座、血管年齢測定、

体力測定、骨密度測定、ちびっこ
薬剤師体験、ロードトレイン、
消防はしご車見学、献血、野外
ステージなど

■問 ＮＰＯ法人健康づくり０次クラブ
　(☎５０－３１９１)

◆夏の洋ラン会
春夏ならではの蘭をご堪能ください。
【と　き】６月２日(金)～４日(日)　
　　　　　10時～16時
【ところ】カフェ＆パブＬＯＮＤＯＮ
　　　　　(元浜町)
■問 滋賀愛蘭会(☎６２－７４７５)

◆えんとつ町のプペル「光る絵本展」
お笑い芸人キングコングの西野亮廣氏
作「えんとつ町のプペル」の光るイラ
スト41点を展示します。
【と　き】６月３日(土)～６月11日(日)
　　　　　10時～20時
【ところ】きのもと交遊館
　　　　　 (木之本町木之本)
【入場料】無料
■問 北部振興局地域振興課
　(☎８２－５９００)

講座・教室
◆体験教室「げんこつあめをつくろう」
【と　き】５月27日(土)　10時～
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【内　容】地元産の大豆を使って、昔な

がらの駄菓子「げんこつあ
め」を作ります。

【定　員】30人
【参加費】300円
【持ち物】エプロン・マスク・三角巾
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申 浅井歴史民俗資料館
 　　 (☎７４－０１０１)

◆デジカメ教室受講者募集
【と　き】毎月第２、第４火曜日
　　　　　13時30分～15時30分
【ところ】木之本まちづくりセンター
　　　　　(木之本町木之本)
【参加費】１回500円
【講　師】

な

中
か

井
い

 
し

真
んい

一
ち

 氏
【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)

◆お抹茶体験教室
外国人と日本人が日本文化を学び、交
流する良い機会です。
【と　き】６月３日(土)　13時30分～
【ところ】長浜市多文化共生・国際文化ハウス
　　         Ｇ

ジ

Ｅ
オ

Ｏ(神照町)
【対　象】外国籍の方を含む市民
【参加費】1,000円
【申込み】５月31日(水)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】６月８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】歯周病と健康
【講　師】ながおか歯科クリニック　
　　　　　

ほ

細
そ

見
み  
理
り 
絵
え 
先生

※申込不要・参加費無料
■問 湖北医師会(☎６５－３６００)

◆ヨガ教室
楽しく体を動かしましょう。
【と　き】６月９日(金) 
　　　　　10時～11時20分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】小

こ

宮
み や

山
ま

 
か

和
ず

子
こ

  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

◆石けんデコパージュ
石けんに好きな絵柄を入れてマイ石け
んを作ります。
【と　き】６月12日(月) 
　　　　　13時30分～15時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】

や

山
まお

岡
か

 
よ
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う

子
こ

 氏
　　　　　(サークル「エンジョイ手芸」)
【定　員】15人(先着順)
【参加費】600円(材料費込)
【申込み】６月６日(火)までに電話で
　　　　　下記まで。
■問・■申 市民交流センター
 　  (☎６５－３３６６)
 

募　集
◆ゆかたの寄付をお願いします
外国人の皆さんにゆかたの着付けを楽
しんでもらうために、不要になったゆ
かた等の寄付を募集しています。
【募集品】ゆかた(女性・子ども用)、帯、
　　　　　前板、伊達締め、腰紐等
【期　限】６月11日(日)　19時までに
　　　　　下記まで。
■問・■申 長浜市民国際交流協会
      (☎６３－４４００)

相　談
◆労働保険年度更新
６月１日(木)～７月10日(月)に、事業主
が自主的に申告・納付することとなっ
ており、市内でも受付・相談会が実施
されます。
【と　き】６月12日(月) 、６月28日(水) 
　　　　　９時30分～16時
【ところ】長浜商工会議所(高田町)
  ※申込み不要
■問 滋賀労働局総務部労働保険徴収室
　 (☎０７７－５２２－６５２０)
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