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不用品交換情報 (５月30日現在)
◆ください（無料）
○中型冷蔵庫○全自動洗濯機○一般自転
車○卓球台○ＣＤラジカセ○回転式チャ
イルドシート○２口ガスコンロ(プロパ
ンガス)○洋服タンス○マッサージチェ
ア○電動自転車(26～27インチ)○物置
○郵便受け○保冷ショッピングカート○
ランドリーラック○トイレのコーナー
ラック○３連ペーパースクリーン○二槽
式洗たく機○大人用自転車(折りたたみ
可)○ダンベル○バーベル○トレーニン
グ用品○ハンディマッサージ器○硬式用
テニスラケットとボール

◆あげます（無料）
○植木鉢○名刺ホルダー○二重毛布○園
芸ラック○電気コード式草刈機○夫婦座
布団○座布団(夏用15枚・通年用15枚）
○火鉢○水槽○木製シングルベッド○ベ
ビーバス
※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
６月１日号の14ページ「一時預かり

託児事業のサービスを拡充しまし

た」の記事に誤りがありました。

＜本文14行目＞

●キッズパーク八幡中山町477

　風の街ビル２階

　　□正　☎６３－１８９４
　　 □誤　☎６３－３７１１

◆健康教室
【と　き】７月６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】正しい薬の知識と薬局の
　　　　　 活用方法
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※申込不要・参加費無料
■問 湖北医師会
　(☎６５－３６００)

◆講座
 「明治の地籍図から見る村の姿」
【と　き】７月８日(土)13時30分～
【ところ】浅井図書館(大依町)
【講　師】
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　　　　　(滋賀県立琵琶湖博物館学芸員)
【定　員】60人(先着順)
【受講料】500円(あざい歴史の会会員は無料)
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  浅井歴史民俗資料館
　　 (☎７４－０１０１)

◆いきいき健康体操のススメ
体操で足腰の動きを柔軟にし、歩行能力
を向上しましょう。
【と　き】７月９日(日)
　　　　　 10時30分～11時45分
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【対　象】どなたでも
【持ち物】タオル・運動のできる服装
※参加無料
■問 湖国ひとまちネット　藤井
　(☎６３－９８２２)

◆ふな寿司講習会
おいしいふな寿司を自分で漬けてみま
せんか。見学のみでもＯＫです。
【と　き】８月２日(水)
　　　　　 ８時30分～15時30分
【ところ】朝日漁業協同組合(湖北町尾上)
【定　員】40人(先着順)
【持ち物】汚れてもいい服装(エプロン・

長靴着用)、炊飯した米３升５合
以上(多い方がおいしく仕上がり
ます)、弁当

※ご飯以外はすべて準備します。
※弁当は持参ですが、ビワマスの刺身・
　アユの佃煮は提供します。見学の人は、
　500円で食べられます。　
【参加費】22,000円(子持ちニゴロブナ
　　　　　 塩切り５㎏・漬け物桶等一式
　　　　　 含む)
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  朝日漁業協同組合

　　 (☎７９－０３２０)

募　集
◆読み聞かせボランティア
　養成セミナー
シニアの仲間と楽しく「頭と心と体の健康づ
くり」を始めませんか。
セミナー後はシニアボランティアグループ
「ジーバーぽこぽこ」で、小学校での絵本の
読み聞かせ活動などをしていただきます。
【と　き】７月21日(金)、28日(金)、
　　　　　 ８月４日(金)、18日(金)、
　　　　　 25日(金)、
　　　　　 ９月１日(金)、８日(金)
　　　　　 すべて９時30分～11時30分
【ところ】長浜西部福祉ステーション

(朝日町)
【対　象】市内在住の60歳以上で、自分

の健康づくりのために読み聞
かせボランティアを行う意欲
のある人

【定　員】15人(先着順)
【申込み】７月10日(月)までに電話で
　　　　　 市健康推進課
　　　　　 (☎６５－７７５９)まで。
■問 ジーバーぽこぽこ　竹内
　(☎６２－７６７２)

◆介護職員初任者研修
【と　き】８月21日(月)～12月20日(水)
　　　　　 の期間中の24日間
【ところ】アンタレス４階研修室
　　　　　 (加田町)ほか
【対　象】全課程を受講できる人
【定　員】40人(応募多数の場合抽選)
【受講料】43,200円(教材・実習費込み)
【申込み】８月18日(金)までに申込用紙に

必要事項を記入のうえ受付場所
へ。申込用紙は青祥会ホームペー
ジよりダウンロードできます。

【受付場所】アンタレス(加田町)、青浄苑(加
　　　　　　　  田町)などの青祥会の各施設
※申込みの際に運転免許証・健康保険
　証等、本人確認資料が必要です。
※補講なく研修の全日程を受講し修了評価
　に合格した人に、5,000円を返金します。
■問 青祥会本部(☎６８－４１１４)

◆国家公務員採用一般職試験
　(高卒者)
【試験区分】事務、技術、農業、
　　　　　　 林業、農業土木
【対　象】①平成29年4月１日時点におい

て高等学校または中等教育

学校を卒業した日の翌日から
起算して２年を経過していな
い人および平成30年３月まで
にこれらを卒業見込みの人。
②人事院が①に掲げる人に準
　ずると認める人。

【申込み】６月19日(月)～28日(水)に
　　　　　 原則ホームページで。
※郵送・持参の場合は６月21日(水)まで。
【試験日】９月３日(日)
【試験地】京都市、大阪市ほか
※詳しくはホームページ「国家公務員
　試験採用情報NAVI」で。
■問 人事院近畿事務局
　(☎０６－４７９６－２１９１)
　〒５５３－８５１３
　大阪市福島区福島１－１－６０

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
◆病児保育室ぽかぽか
　医師不在時の受入不可について
病児保育室ぽかぽかは、小児科に併設し
ており、医師・看護師と連携していま
す。市の乳幼児健診などで医師が不在に
なる場合、お子さんの安全を守るために
受け入れができなくなります。今年度は
以下の日程の13時以降が医師不在となっ
ています。
【受入不可日】６月22日(木)、７月27日(木)、
　　　　　　　11月16日(木)、１月25日(木)、
　　　　　　　２月15日(木)、22日(木)、
　　　　　　　３月22日(木)
※上記以外に臨時で受入不可日になる場合
　があります。詳しくはホームページで。
■問 まちのほけんしつ病児保育室ぽかぽか
　 (☎６８－３２１６)
　http://machinohokensitsu.jp

◆７月１日～７日は
 「全国安全週間」です
今年で90回目となる全国安全週間は、
労働災害を防止するために企業の自主
的な活動の推進と、職場での安全に対
する意識を高め、安全を維持する活動
の定着を目的としています。
今年のスローガン、「組織で進める安
全管理 みんなで取り組む安全活動 未来
へつなげよう安全文化」のもと、安全
な職場環境をつくりましょう。
■問 滋賀労働局労働基準部健康安全課
　 (☎０７７－５２２－６６５０)

◆ＳＴＯＰ！転倒災害
数ある労働災害のなかでも、転倒災害
は誰にでも身近で、職場で最も起こり
やすい災害です。
厚生労働省特設サイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/
information/tentou1501.html
■問 彦根労働基準監督署
　 (☎２２－０６５４)

催　し
◆長浜北星高等養護学校
　夏の販売会
【と　き】６月24日(土)10時～12時
【ところ】市役所本庁舎南側駐車場
【販売商品】各種花苗、木製プランター、
　　　　　　 テラコッタ鉢、さき織り製品 など

※商品の持ち帰り用の袋などをお持ち
　ください。
※なるべく釣銭が出ないようにご協力
　お願いします。
■問 県立長浜北星高等養護学校
　 (☎６２－０９３０)

◆口唇口蓋裂児家族交流会
【と　き】７月９日(日)
　　　　　 10時45分～13時
【ところ】ローザンベリー多和田
　　　　　 (米原市多和田)
【内　容】交流会、ピザ作り体験など
【対　象】口唇口蓋裂児とその家族・
　　　　　 支援関係者
【参加費】600円(４～12歳は300円、
　　　　　 ３歳以下無料)
　　　　　 ピザ作り体験：１枚1,050円
【申込み】６月30日(金)までに電話で
　　　　　 下記まで。
■問・■申  長浜保健所地域保健福祉係
　　 (☎６５－６６１０)

◆ながはま伝統芸能
 「未来につなぐコンサート♪」
初企画「大正琴・尺八・詩吟・冨田人形」
の楽しいコラボ演奏です！
【と　き】７月２日(日)
　　　　　  13時30分開演(13時開場)
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【料　金】1,000円(当日券1,300円、
　　　　　  高校生以下半額)
【発売所】長浜文化芸術会館、平和堂アル・
　　　　　  プラザ長浜、ルッチプラザなど
■問 琴・四季の会　藤川
　 (☎０９０－６０７０－０６４０)

◆江洲音頭・体験ワークショップ
江洲音頭を習ってみんなで練習しま
せんか。
【と　き】７月15日(土)13時～15時
【ところ】多文化共生・国際文化交流
　　　　　  ハウスＧ
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【参加費】500円
【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】７月２日(日)
　　　　　 13時30分～15時30分
　　　　　 ７月28日(金)19時～21時

【ところ】多文化共生・国際文化交流
　　　　　  ハウスＧ

ジ

Ｅ
オ

Ｏ(神照町)
【対　象】英語を話したい人、日本語
　　　　　  を話したい外国人
【定　員】15人(先着順)
※英語ネイティブが不参加の場合があ
　ります。
【参加費】500円
【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)

◆企画展
 「秀吉と長浜―曳山祭成立のころー」
秀吉の長浜城主時代の事績を紹介します。
【と　き】５月15日(月)～７月16日(日)
　　　　　 ９時～17時
　　　　　 (入館は16時30分まで)
【ところ】曳山博物館(元浜町)
【入館料】600円(小中学生半額)
※市内・米原市の小中学生は無料
■問 曳山博物館(☎６５－３３００)

◆七りん館コンサート
江戸期の庄屋屋敷「七りん館」で、美
しい音楽をお楽しみください。
【と　き】７月２日(日)13時30分～
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【出　演】
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【定　員】60人(先着順)
【入館料】500円(小中学生300円)
【申込み】前日までに電話で下記まで。
※月曜休館
■問・■申  浅井歴史民俗資料館
　　 (☎７４－０１０１)

講座・教室
◆くーちゃんおしえて！簡単＆野菜
　たっぷりヘルシーお弁当づくり
簡単にできておいしいお弁当作りに挑
戦しませんか。
【と　き】７月１日(土)10時～13時
【ところ】神照まちづくりセンター(神照町)
【対　象】どなたでも
【定　員】15人(先着順)
【講　師】
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【参加費】1,000円
【申込み】電話で下記まで。
※木曜休館
■問・■申  長浜市民国際交流協会
　　 (☎６３－４４００)
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