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HP : http://www.ohmi.lawyers-office.jp
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※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）は
　ご利用いただけません。

日本政策金融公庫

受付時間

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。
　掲載希望の場合は、下記の締切までにメールで原稿をお寄せください。 *kouhoushi@city.nagahama.lg.jp
　１月15日号：12月12日（火）　２月１日号：12月27日（水）
●営利目的など掲載できない催しもあります。詳しくは市民広報課（☎65－6504）までお問合せください。

お知らせ
◆電気の子メーターをご使用の皆さんへ
電気の子メーターとは、貸しビル・ア
パート等で一括して電力会社に支払っ
た電気料金を、各テナント等の電気の
使用料に応じて配分するために用いる
電気計器です。子メーターには計量法
で有効期限が定められており、これを
過ぎた子メーターは取り替える必要が
あります。最寄りの電気工事店等にご
相談ください。
問関西地区証明用電気計器対策委員会
　 事務局（日本電気計器検定所関西支社内）
　（☎０６－６４５１－２３５５）

催　　し
◆きゃんせ土曜市
【と　き】12月９日（土）　11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】 みかんの特売セール(天候等に

より商品を変更する場合があ
ります)、鮮魚コーナー特売市、
うどん・そば・いなり寿司・
おにぎりの販売

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

◆YOU 弁 IN NAGAHAMA
外国人は日本語、日本人は外国語でス
ピーチ。イタリア・ヴェローナ市姉妹
都市提携25周年記念クリスマスパー
ティーもあります。
【と　き】12月９日（土）　
　　　　 13時～14時30分（スピーチ）
　　　　 14時30分～16時（パーティー）
【ところ】多文化共生・国際文化交流
　　　　 ハウスG

ジ オ

EO（神照町）
【参加費】無料（パーティーは500円）
【申込み】不要
問長浜市民国際交流協会

　（☎６３－４４００）

◆心のケアを考える会 例会のお知らせ
がん患者さんやご家族と、医療関係者
が互いの思いを語り合うお茶会です。
初めての人も気軽にご参加ください。
【と　き】12月10日（日）　11時～14時
【ところ】 六荘まちづくりセンター
　　　　 六角館（勝町）
【参加費】500円
【持ち物】 軽食やお茶菓子等（１品を持

ち寄り）
【申込み】 12月８日（金）までに電話で下

記まで。
問・申 市立長浜病院がん相談支援センター
　　 （☎６８－２３５４）

◆長浜盆梅展句会ライブ参加者募集
テレビでおなじみの夏井いつき先生が
今年も盆梅展に登場です。
【と　き】１月27日（土） 
　　　　　①第１部　10時～12時
　　　　　②第２部　14時～17時
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ（港町）
【定　員】①200人　②150人
　　　　 いずれも先着順
【参加費】①2,500円
　　　　 ② 5,000円（アフタヌーンティー・

お土産付）
【申込み】 電話で下記まで。
問・申 長浜観光協会（☎６５－６５２１）

講座・教室
◆ ながはま０次予防コホート事業成果報告会
　「健康寿命を延ばすロコモ対策」講演会
０次健診の体力測定結果を参考に京都
大学の教授等が、ロコモティブシンド
ロームの予防方法などを紹介します。
【と　き】12月10日（日）　14時～16時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【内　容】京都大学医学研究科教授
　　　　 坪

つぼ

山
やま

 直
ただ

生
お

 氏
　　　　 「運動器の大切さ『ロコモ』とは」
　　　　 京都大学医学研究科准教授
　　　　 池

いけ

添
ぞえ

 冬
と

芽
め

 氏

　　　　 「ロコモ対策のための体力づくり」
【定　員】100人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申 保健センター高月分室
　　 （☎８５－６４２０）

◆Englishカフェ参加者募集
英語で交流しませんか。
【と　き】12月17日（日）　14時～16時
【ところ】多文化共生・国際文化交流
　　　　 ハウスG

ジ オ

EO（神照町）
【対　象】英語が好きな人
【定　員】15人（先着順）
【参加費】500円（お菓子・ドリンク付）
【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）

◆迎春用生け花講習会
お正月らしい生け花を作ります。玄関
やお部屋に飾り、新年を迎えましょう。
【と　き】12月25日（月）　10時～12時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】いけばな「池坊」 岸

きし

本
もと

 逸
いっ

光
こう

 氏
【定　員】15人（先着順）
【参加費】3,000円（材料費込）
【持ち物】花器・剣山・はさみ
【申込み】12月19日（火）までに電話
　　　　 または直接下記まで。
問・申 市民交流センター（☎６５－３３６６）

◆青祥会介護福祉国家試験対策公開講座
　「筆記試験対策 直前講座」
【と　き】１月16日（火）　10時～17時
【ところ】特別養護老人ホーム
　　　　 アンタレス（加田町）
【内　容】 オリジナル問題集による総括

など
【講　師】いとう総研　伊

い

東
とう

 利
とし

洋
ひろ

 氏
【定　員】60人（先着順）
【参加費】6,000円（別途資料代2,332円）
【申込み】 １月12日（金）までに電話で下

記まで。
問・申 青祥会法人本部（☎６８－４１１４）

募　　集
◆第13回奥びわ湖書き初め展覧会
　作品募集
【と　　き】２月17日（土）～25日（日）
　　　　 　９時～17時（最終日は15時まで）
【と こ ろ】西浅井運動広場体育館
　　　　　（西浅井町大浦）
【応募資格】 高校生以上で県内在住また

は通勤・通学する人、また
は県内の書道教室・クラブ
等の団体に所属する人

【作品規格】 書で毛筆によるもので、書き初
めにふさわしい字句のもの。

　　　　　  作品は画仙紙全紙縦半切
（縦約140㎝×横34㎝）で、
紙質は自由（用紙は縦に使
用）。また軸表装をする。
ただし高校生は書き下しの
まま仮巻き軸に貼る。

【出 品 料】一般・大学生2,000円
　　　　　 高校生無料
【搬　　入】１月26日（金）・27日（土）
　　　　　 10時～16時
　　　　　 西浅井まちづくりセンター
問書を活かした地域づくり実行委員会
　（☎８９－１１２５）

相　　談
◆行政相談をご利用ください
①12月５日（火）　13時～16時
　長浜市社会福祉センター（高田町）
②12月５日（火）　９時～12時
　びわ高齢者福祉センター（難波町）
③12月12日（火）　13時～15時
　 西浅井まちづくりセンター（西浅井町
大浦）
④12月13日（水）　13時～15時
　高月支所（高月町渡岸寺）
※相談無料、予約不要、秘密厳守です。
問滋賀行政監視行政相談センター
　（☎０７７－５２３－１９２６）

◆無料写真出前講座
長浜の魅力をSNS等で発信していただくた
めに、「広報ながはま」担当者が写真の出前
講座を行っています。
【開催日】平成30年３月末日まで（要相談）
【内　容】 カメラを始めた人、フルオートで

の撮影から卒業したい人など、初
心・初級者向け無料講座

【対　象】 長浜市民および長浜市内の企業・
団体（１講座につき５～10人程
度）

【持ち物】カメラ・筆記用具など
【申込み】電話で下記まで。
※会場は主催者側で用意してください。
※ カメラは、講座の内容によってはスマー
トフォンやコンパクトデジカメでも可。

問 市民広報課（☎６５－６５０４）
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不用品交換情報（11月10日現在）
◆ください（無料）
〇白扇〇チャイルドシート〇電動ミシン〇木製シングルベッド〇大型
冷蔵庫〇ベビーラック○バウンサー〇電子レンジ〇ホットカーペット
〇大人用自転車〇二槽式洗濯機〇マッサージチェア〇剣道着と袴〇
幼児用自転車○脚の短い長机○こたつ○将棋盤○卓球台○ベビー
ベッド
◆あげます（無料）
〇食卓テーブル〇シングルベッド〇エレクトーン〇電子オルガン
〇籐のいす〇餅重〇ベビーベッド〇テレビ台○学習机○ミニ食器棚
※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】 12月21日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 12月15日（金） 17時～19時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】 12月15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】 12月15日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

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

【木之本地域】 12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】 12月16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】 12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
12・1月の診療日のお知らせ

【診療日】　 12月３日、10日、17日、23日、
24日、30日、31日

　　　　  １月１日、２日、３日、７日、
８日、14日、21日、28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）

12月の税・料
固定資産税・都市計画税 ４期
国民健康保険料 ７期
介護保険料 ７期
後期高齢者医療保険料 ６期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 12月７日（木）　10時～14時
　　　　 12月16日（土）　12時～16時
　　　　 １月11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）


