
【定　員】各日10組程度（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申滋賀県北部流域下水道事務所
　　　（☎０７４９－２６－６６３４）

募　　集
◆こんちゅうのおはなしと採集会参加者募集
【と　き】８月６日（日）　９時～12時
【ところ】木之本まちづくりセンター
　　　　 （木之本町木之本）
【講　師】寺

てら

本
もと

　憲
のり

之
ゆき

氏（滋賀県立大学）
【定　員】30家族程度（先着順）
【参加費】一家族300円
【持ち物】  虫網とかご、帽子、水筒、筆

記用具など
【申込み】  ７月25日（火）までに電話で下

記まで。
問・申木之本まちづくりセンター
　　　（☎８２－５９１５）

◆J
ジ ェ リ ー ビ ー ン ズ

ERRYBEANS講演ライブ
　　～合言葉は『みんなスマイル』～
【と　き】７月29日（土） ９時30分開場
【ところ】南郷里まちづくりセンター
　　　　 （新栄町） 
①講演ライブ　10時～12時
【入場料】500円（未就学児無料）
【前売所】近藤モータース（内保町）
　　　　 ※当日券もあります。
②交流会　14時～15時　
【入場料】無料
【対　象】不登校のお子さんの保護者
【申込み】電話またはメールで下記まで。
問・申オレンジスマイル 森
　　 （☎０９０－１４８４－３８２４）
　　 smileあ～ちゃんプロジェクト　林
　　 *a.chan.no.niji@gmail.com

◆ 戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者を募集します

戦没者の遺児を対象に、旧戦域を訪れ、
慰霊追悼と地域住民との友好親善を図
る事業を実施します。
【参加費】10万円
【実施地域】マリアナ諸島など12地域
※ 今回実施する地域で亡くなられた戦没者の
遺児が対象となります。詳しくは下記まで。
問・申（一財）滋賀県遺族会事務局
　　 （☎０７７－５２２－７２２７）

相　　談
◆一日年金相談所の開設
年金事務所では、次の日程で一日年金
相談所（予約制）を開設します。
【と　き】７月20日（木）
          　10時～16時
【会　場】５－D会議室〈本庁５階〉

【申込み】  １週間までに下記の予約専用
電話でお申し込ください。

予約専用電話
☎０７４９－２３－５４８９
（平日の８時30分～17時15分）
※ 予約専用電話では予約のみ受付します。
問彦根年金事務所お客様相談室
　（☎０７４９－２３－１１１６）

◆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。気軽にお申込みください。
【と　き】７月14日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】北部振興局（木之本町木之本）
【申込み】前日17時までに電話で下記まで。
※完全予約制
問湖北介護・福祉人材センター
　（☎６４－５１２５）
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不用品交換情報（６月14日現在）
◆ください（無料）
○硬式用テニスラケットとボール〇マッサー
ジチェア〇ハンディマッサージ器〇ダンベル
〇バーベル〇トレーニング用品○一般自転車
（折りたたみ可） 〇電動自転車（26～27イン
チ）○チャイルドシート○二槽式洗濯機○２
口ガスコンロ（プロパンガス）○３連ペーパー
スクリーン○トイレのコーナーラック○ラン
ドリーラック○保冷ショッピングカート〇ポ
スト（郵便受け）〇物置〇木製洋服タンス○盆
栽鉢○NECのワープロ
◆あげます（無料）
○名刺ホルダー〇二重毛布○幼児用すべり台
（木製）○パソコンラック○学習机○冬用座布
団10枚
※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】７月27日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】７月28日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】７月28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】７月28日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】７月20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】７月12日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ７月20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】７月22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】 ７月19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
検索または右記ＱＲコードから。
※ 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
７・８月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ７月２日、９日、16日、17日、
　　　　 23日、30日、８月６日、
　　　　 11日、13日、20日、27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・福祉医療券・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）

７月の税・料
固定資産税・都市計画税 ２期
国民健康保険料 ２期
介護保険料 ２期
後期高齢者保険料 １期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　７月15日（土） 12時～16時
　　　　 ８月３日（木） 10時～14時
【ところ】　 市民交流センター和室（地福寺町）
【相談員】　 下

しも

地
じ

久
く

美
み

子
こ

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

お知らせ
◆パスポートセンター「米原出張窓口」
　７月18日（火）は休業
米原出張窓口での受付は、平日の火・
水・木曜日です。県立文化産業交流会
館の休業日は業務を休みます。
問滋賀県パスポートセンター
　（☎０７７－５２７－３３２３）

催　　し
◆「おもちゃ鉄道と遊覧鉄道」展
珍しい鉄道おもちゃや模型コレクショ
ンを展示。子どもから大人まで楽しめ
る企画展です。夏休みに親子でどうぞ。
【と　き】７月５日（水）～９月30日（土）
　　　　 ９時30分～17時
　　　　 （入館16時30分まで）
【ところ】長浜鉄道スクエア（北船町）
【入館料】大人300円、小中学生150円
※会期中無休
問長浜鉄道スクエア（☎６３－４０９１）

◆きゃんせ土曜市
【と　き】７月８日（土）　11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】  特売セール、うどん・そば・いなり

寿司・おにぎりの実食コーナー
問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

◆おもちゃで遊ぼう夏休み
新幹線・電車・はたらく車など、いろ
んな乗り物が慶雲館に大集合！
【と　き】７月15日（土）～８月31日（木）
　　　　 ９時30分～17時
　　　　 （入館16時30分まで）
【ところ】慶雲館（港町）
【入館料】大人300円、小中学生150円、
　　　　 ３歳以上の幼児100円
※会期中無休
問慶雲館 （☎６２－０７４０）

◆水とロマンの祭典
尾上浜での宝探し、ちびっこ魚つかみ、
親子釣り体験、模擬店など盛りだくさ
んの内容で夏を満喫しましょう。

【と　き】７月17日（月・祝）
　　　　 ９時～14時30分
【ところ】尾上漁港（湖北町尾上）
問水とロマンの祭典実行委員会
　（☎８２－５９００）

◆夏のグルメ！
　びわ湖の魚のおいしさを伝えます
旬のビワマスをメインにびわ湖の幸を
味わえます。
【と　き】７月17日（月・祝）12時～
【ところ】朝日漁業会館（湖北町尾上）
【メニュー】  ビワマス造り・フライ・あら

汁・アユ佃煮・天ぷらほか
【参加費】2,700円
【申込み】電話またはFAXで下記まで。
問・申朝日漁業協同組合
　　（☎７９－０３２０／ ７９－０３１９）

◆夏休み親子市場見学会
-20℃の冷蔵庫入庫体験や卸売場やセリ
場の見学ができるほか、うなぎつかみ
体験などの催しもあります。
【と　き】  ８月５日（土）
　　　　 ７時15分～９時15分
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【対　象】  市内・米原市在住の小学生と

保護者（未就学児の参加不可）
【定　員】20組（応募多数の場合抽選）
　　　　 初参加者優先
【申込み】  ７月14日（金）までに電話また

はメールで下記まで。
問・申長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

*nagasijo@mx.bw.dream.jp

講座・教室
◆剣舞こども無料体験教室
剣舞を学び礼儀を身につけませんか。
【と　き】  ７月１日（土）～８月15日（火）

の毎週土曜日
　　　　 13時30分～15時30分
※最終日のみ火曜日
【ところ】武徳殿（朝日町）
【講　師】西

にし

邑
むら

光
こう

粋
すい

氏
【対　象】幼児・小学生

※白扇、剣道着、袴、剣など無料貸与。
問・申光粋流舞道（☎６２－２４４１）

◆体験教室「銅鏡を作ろう！」
不思議な力を持つと信じられてきた鏡
のミニチュアを作ってみませんか。
【と　き】７月23日（日）　10時～12時
【ところ】浅井歴史民俗資料館（大依町）
【定　員】15人（先着順）
【参加費】800円
【申込み】前日までに電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館
　　 （☎７４－０１０１）

◆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】７月29日（土）10時～11時30分
【ところ】六荘まちづくりセンター（勝町）
【対　象】  市内在住・在勤の初めて出産

する妊婦さんとご家族。
【定　員】20人（先着順）
【参加費】200円
【申込み】  ７月４日（火）から電話で下記まで。
問・申子育て広場スキップ
　　　（☎６２－１２１２）
　　　※火・水・木曜日９時～15時30分
　　　上記時間以外は
　　　 六荘まちづくりセンター
　　　 （☎６２－０１９８）
※月曜・第１・３日曜休館

◆夏休み自由研究講座
【と　き】８月１日（火）、２日（水）
　　　　 ９時30分～11時30分
※両日とも同じ内容です。
【ところ】東北部浄化センター
　　　　 （彦根市松原町）
【内　容】① ビデオとパネルによる下水

処理の説明
　　　　 ②処理場内の見学
　　　　 ③ 水質試験体験（流入水と放

流水の比較）
　　　　 ④ 顕微鏡で水をきれいにする

微生物の観察
【対　象】市内小学生と保護者
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