
飛鳥の石像物と高松塚吉:資を訪ねる帥l okm)

飛鳥地方は、蘇我氏の飛躍か ら大化の改新へ と突 き進んだ古代史激動の舞台です。

歴史ロマ ンに満ちた高松塚 占墳や石舞台古墳、奇石ほか数々の史跡が点在す る明日香

【参加料】一般 :5,000円 (ウ ォークらぶ会員 :4ぅ 500円 )※昼食込、拝観料別途要

【コース】市民体育館～アヽヾス～飛烏歴史公園館―高松塚古墳―猿布―亀石―橘寺
一石舞台古墳―飛烏歴史公園館～バス～市民体育館

【申込方法】電話で下記まで ※注 3月 18日 以降はキャンセル料が発生します。

固⑫長浜文化スポーツ振興事業団 (長浜市民体育館内)(金 63-9806)
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↑聖徳太子生誕の地 橘寺

石舞台古墳→

(宮司町 )

↑高松塚古ナ貢 西壁
女子群像

路をウオーキングしませんか?

【開催日】3月 25日 (日 )刈 雨ヽ決行

【定 員】200人  (先着順)

【集合時間・場所】6時80分 市民体育館

―ク～
～ザヽス&ウオ

神照運動公園プールの種別と配置の素案への意見を募集します
市では、老朽化している豊公国内市民プールの替わりとなる屋外プールを、神照運動公匠1内 に整備し

ます。この整備に関しては、市民プール移転整備検討委員会において種類や配置案が検討されてきまし

た。このたび検討委員会が、市長と市議会議長へ提言するための素案をまとめられましたので、市民の

皆さんから広く意見を募集します。

【募集期間】 2月 24日 (金)ま で

【閲覧場所】都市計画課 (東別館5階 )、 市政情報コーナー (本館 1階 ・各支所)

市ホームページ(http:/t輛 WW,city nagahama,shiga.jp)

【提出方法】任意の様式に住所 。氏名・電話番号を明記し、直接持参・郵送・FAX・ Eメ ールのいずれ

かで下記まで

提出先・問合せ先 者卜市計画課都市整備グループ (〒 526-O031 八幡東町632番地、金6
5-6541、  FAX6 5-6540、  Eメ ールtoshikei@city.nagahama.lg.jp)

長浜市生涯学習推進のつどい

市では、「いのち輝 く長浜～学び発見 学び響感～Jをテーマに、さまざまな事業を推進 しています。多

様な 「学びJの成果発表等を通して、生涯学習に取 り組む仲間の輪を広げるための場として 「生涯学習推

進のつどい」を開催します。

【と き】3月 4日 (日 )10時～

【ところ】湖北文化ホール・湖北公民館 (湖北‖]・速水)

【内 容】
10:00～ オープニング 〔湖北中学校吹奏楽部演奏〕
10:15～ 開会行事

生涯学習栄誉市民表彰、市民学芸員認定
10:80～ 「ながはま楽習塾J学習成果発表

〔長浜市立北保育園児による鼓隊演奏〕

〔「天舞 賎ヶ岳」による演舞〕
※昼食はそばやカレーの模擬店があります

κ

固生涯学習・文化スポーツ課 (奮 65-6552)

外国語の古本をお譲りください
本棚で眠つている外国語の本はあ りませんか ?不要になつた外国語の本があれば、お譲 りください。お

譲 りいただいた本は市内図書館や国際文化交流ハウスなどに設置 し、市民の皆さんにご利用いただきます。

【収集期間】2月 15日 (水)～ 3月 30日 (金 )

【収集場所】市民課外国人登録窓日 (本館 1階 )、 市民自治振興課 (本館2階 )、 各支所福祉生活課

【対象書籍】①外国語の本、絵本等 (言語不問)設置
②外国人向けの日本語学習教材 (言語不間)

※汚損 ・破損本、菩 き込みがある本などはお受けで きませんのでご了承 ください。

12:SO～ 「遊び 。学び」の体験コーナー

みんなで楽 しもう Iは ねコプター、スライム作 り、

お茶体験、おはなし会など。

圭弛 !区計画の長浜市案の縦覧と説明負 .

このたび、下坂中地区・寺田地区・田村地区・長浜駅周辺地区の地区計画案を作成しましたので、

縦覧し、説明会を開催します①

市民の皆さんは、計画案について意見書を提出することができます。

■縦覧                     ■説明会

【公 告 日】 2月 24日 (金)              【と き】2月 20日 (月 )19日寺～

【縦覧期間】2月 24日 (金)～ 3月 9日 (金)   【ところ】市役所本庁 (別館4階 第2会議室)

【縦覧場所】都市計画課 (東別館5階 )

【意見締切】 3月 9日 (金 )

【提出方法】都市計画課に設置の用紙に住所・氏名・電話番号を記入のうえ、者卜市計画課へ直接

提出ください。

固都市計画課 (金 65-6562)
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固市民自治振興課
(金 65-8711)

ⅢⅢⅢ印れ中ヅⅢⅢⅢ シリーズ皇Шの美①
本展示では曳山に美 しく描かれた花に着目し、盆梅 と並んで長浜に咲 くもう一つの大輪、曳山の魅力を

再発見 します。また湖北の伝統文化 「オヨナイ」で作られる餅花 も紹介 します。湖北に咲 く都市と農村の

花、それぞれの趣をどうぞご堪能ください。

【開催期間】3月 11日 (日 )ま で (期 間中無休)

【開催時間】9時から17時 まで (入館は16時 30分 まで)

【開催場所】長浜市曳山博物館 (元浜町)

【入 館 料】大人600円 ・小中学生300円

(団体は20人以上で各2割引)

固長浜市曳山博物館 (奮 65-3800)

次回予告

ストL終関ttt k>Ь をえ たた人 た ち

本展示では子ども歌舞伎に欠くことのできない

三役の中から市外から参加してその技を振るつ

た太夫と二日未線弾きを中心に紹介します。

【開催期間】3月 12日 (月 )～ 4月 22日 (日 )
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湖北地域消防本部では、地震体験車の側面に描か

れた 「ナマズ」の愛称を募集 します。新 しく導入 し

た地震体験車をよ り多 くの人に知っていただけるよ

うな、親 しみやすい愛称をお待ちしています !

【募集期間】 2月 15日 (水 )～ 3月 15日 (木 )

【応募方法】郵送、FAXま たはEメ ールで下記 まで

問合せ・応募先
湖北地域消防本部警防課 (〒 526-O033 平

方町 1135番 地 警防課 「キャラクター名前募集J

係 金 62-6194、 FAX6 2-2119、 Eメ
ールkeibou@shiga― kohokuareal19 jp)
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