
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

9月１日（金）９:00オープン！認知症・生活習慣病予防の新しい形のフィットネスジム

◎メニュー内容
ブレインフィットネスORANGEは、脳のトレーニングと有酸素運動、足腰に力を
つける運動ができるフィットネスジムです。
脳トレをしながらバイクを漕ぐ二重課題のできるマシンや、膝への負担が少な
い有酸素運動マシン、大画面タッチパネルの脳トレ、トレーナーと楽しくできる
足腰の運動と健康に良いとされる内容を多数ご用意しております。
また、脳トレや運動データなども取り、会員様の健康管理もできるシステムと
なっております。

長浜市北船町３番24号
えきまちテラス長浜３F
TEL:0749-57-6830
FAX:0749-57-6831
お問合せ:宮元・山﨑

メニュー 料金 営業日時

入会金：12,000円
月会費：  8,000円
        （税別）

月～土
９：00~20：00

（日曜・8/15・12/29~１/３休業）

頭と体を楽しく動かして、若々しさと
健康をつくりだしましょう！

まずは無料体験をお試しください。
無料体験絶賛受付中！！

オープン~９/30まで入会金10,000円OFF ！

お知らせ
◆パスポートセンター「米原出張窓口」
９月19日（火）、10月10日（火）は休業
米原出張窓口の受付は、火・水・木曜
日（祝日を除く）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）

◆毒のあるキノコや山菜に
　ご注意ください
秋は毒キノコによる食中毒被害がピー
クとなるシーズンです。食用のキノコ
と確実に判断できないキノコは採らな
い、食べない、売らない、人にあげな
いように気をつけましょう。
問長浜保健所（☎６５－６６６４）

催　　し
◆遠州さんを学びましょう
江戸時代の茶人、小

こ

堀
ぼり

遠
えん

州
しゅう

についてい
ろいろな視点から学びます。
【と　き】９月19日（火）　13時30分～
【ところ】五先賢の館（北野町）
【内　容】
①遠州流茶道浅井支部によるお茶会
② すずめの学校による紙芝居「茶人大
名　小堀遠州」
③ 市民協働部次長太

おお

田
た

浩
ひろ

司
し

による講演
「遠州と同時代を生きた武将たち」
【定　員】40人（先着順）
【参加費】300円
【申込み】電話で下記まで。
問・申五先賢の館（☎７４－０５６０）
◆健康教室
【と　き】９月21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】「健康寿命を延ばすための
　　　　 脳卒中のお話」
【講　師】滋賀医科大学附属病院副院長
　　　　 野

の

崎
ざき

　和
かず

彦
ひこ

 氏
※参加無料・申込不要

問湖北医師会（☎６５－３６００）

◆観音講座「鶏足寺の仏像をめぐって」
地域の人々の暮らしと深く結びついて
いる鶏足寺の仏像をめぐって、仏像と
神社や観音信仰のよりどころを学びま
す。
【と　き】９月25日（月）
　　　　 14時～15時30分
【ところ】木之本まちづくりセンター
　　　　 （北部振興局内）
【講　師】同志社大学教授 井

いの

上
うえ

 一
かず

稔
とし

 氏
【定　員】50人（先着順）
【参加費】500円
【申込み】  ９月20日（水）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）

◆料理教室～プロの味を伝授～
プロの料理人の指導のもと、秋鮭ホイ

ル焼きと魚介類の玉
たま

〆
じめ

綿
わた

餡
あめ

掛
が

けを作り、
試食します。
【と　き】９月26日（火）
　　　　 10時30分～13時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】谷

たに

　俊
とし

秀
ひで

 氏（旅館「紅鮎」）
【対　象】市内および米原市在住の人
【定　員】  10人（初めての人優先、応募

者多数の場合抽選）
【参加費】500円（材料費・保険料）
【申込み】  ９月９日（土）17時までに電話

かメールで下記まで。
※水曜・日曜休場
問・申 長浜地方卸売市場いちば食育隊事務局
　（☎６３－４０００）
　*nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆「イタリア料理教室」参加者募集
イタリアンレストラン「c

ち ょ び っ と

hobitto菜
な

」 

伊
い

部
べ

克
かつ

哉
や

さんに習う、いつもの材料で

気軽にできるイタリア料理教室を開催

します。
【と　き】９月29日（金）　10時～13時
【ところ】神照まちづくりセンター
　　　　 （神照町）
【定　員】20人（先着順）

【参加費】1,500円
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク
【申込み】  ９月22日（金）までに電話で下

記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　　（☎６３－４４００）

◆甲種防火管理（再）講習会
【と　き】10月６日（金）９時～12時15分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【受講料】2,000円
【定　員】30人（先着順）
【申込み】  ９月４日（月）～10月２日（月）

に受講料を添えて直接下記ま
で。

※土日祝日は除く。
【申込場所】  長浜消防署（平方町）、東浅

井分署（五村）、伊香分署（木
之本町大音）ほか

問・申湖北地域消防本部予防課
　 （☎６２－５１９４）

◆子育て支援講座
　「子どもたちの輝く未来のために」
【と　き】  10月28日（土）９時30分～12時

（受付９時～）
【ところ】虎姫文化ホール（宮部町）
【講　師】正

しょうの

野　由
ゆ

紀
き

子
こ

 氏
【申込み】  ９月29日（金）までに電話で下

記まで。
※参加費無料
問・申しらやま保育園（☎６３－９８８０）

募　　集
◆ヨシ植え～湖岸でヨシを育てよう～
多様な生態系を育む水辺の植物ヨシを
植えよう。湖岸清掃もあります。
【と　き】９月30日（土）10時～11時30分
【ところ】水道企業団駐車場（下坂浜町） 
【定　員】50人（先着順）
【参加費】無料
【持ち物】長靴、軍手、シャベル
【申込み】  ９月４日（月）～電話で下記まで。
※雨天決行
問・申ながはまアメニティ会議事務局
　　 （環境保全課内）（☎６５－６５１３）

◆星空観望会
　～満天の星空を楽しもう～
月や星座を望遠鏡で観察し、星座や天
体についての解説をします。
【と　き】10月１日（日）
　　　　 18時30分～（受付18時～）
【ところ】  上草野まちづくりセンター
　　　　 （野瀬町）
【定　員】100人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】９月４日（月）～電話で下記まで。
※雨天時は天体解説のみ
問・申ながはまアメニティ会議事務局
（環境保全課内）（☎６５－６５１３）

◆きもの大園遊会ステージ出演者募集
伝統ある着物イベント「長浜きもの大
園遊会」で、日頃の成果を披露してみ
ませんか。
【と　き】  10月14日（土）11時30分～15時

の間の10～15分
①パフォーマンスステージ
【ところ】曳山博物館ステージ
【定　員】  ４団体程度（応募多数の場合

選考）
②体験コーナー
【ところ】観光情報センターその他
【定　員】  ２団体程度（応募多数の場合

選考）
【申込み】  ９月13日（水）までに電話で下

記まで。
問・申観光振興課（☎６５―６５２１）
◆2018長浜きもの親善大使募集
滋賀県内在住在勤で着物姿が似合う18
歳以上の女性を募集します。入賞者３
人に賞金３万円を贈呈します。
【と　き】11月５日（日）
【ところ】曳山博物館（元浜町）
【定　員】30人（先着順）
【申込み】  申込書、最近１年以内に撮影

した写真１枚（大きさ６㎝×
７㎝程度。裏面に住所、氏名
を記入。）を10月20日（金）まで
に郵送または直接下記まで。

※ 申込書は下記窓口にあります（郵送可）。
問・申 長浜商工会議所「長浜きもの親善大使」係
　　 （☎６２－２５００）

相　　談
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不用品交換情報（８月９日現在）
◆ください（無料）
○卓球台〇自転車〇冷蔵庫〇幼児用自転車
〇三輪車○幼児用すべり台○石油ファンヒー
ター○通学用自転車○冷蔵庫○テレビ○植木
鉢○洋服タンス
◆あげます（無料）
○長机３本〇籐のベビーバスケット〇ベビー
バス〇鏡台○絵本ラック○冷風機○電動丸の
こ○バイク用ナビ○ダイヤルリンキングマシ
ン○充電式掃除機○ケース入雛人形○ケース
入五月人形○水道用ビニール管○乳母車
※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】９月28日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】９月22日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】９月22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】９月22日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】９月21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】９月13日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ９月21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】９月23日（土・祝） 10時～12時
山村開発センター（余呉町中之郷）

【西浅井地域】 ９月20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
９・10月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ９月３日、10日、17日、18日、
23日、24日

　　　 　 10月１日、８日、９日、15日、
22日、29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）

９月の税・料
市県民税 ２期
国民健康保険料 ４期
介護保険料 ４期
後期高齢者保険料 ３期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　９月16日（土） 12時～16時
　　　　 10月５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）


