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土地や家屋の評価額を
ご覧いただけます

土地の納税者は土地価格等の縦覧
を、家屋の納税者は家屋価格等の
縦覧を無料でご覧いただけます。
自分の資産を他と比較し、評価額
が適正か判断していただけます。
○ご覧いただける人
・固定資産税(土地・家屋)の納税者
・納税者の委任を受けた代理人
（納税管理人を含む）

・納税者と同世帯の親族の人
○ご覧いただけるもの
・土地価格等縦覧データ
(所在、地番、地目、地積、評価額)
・家屋価格等縦覧データ
（所在、家屋番号、種類、構造、床
面積、評価額）
○縦覧期間
４月３日(月)～５月31日(水)の平日
午前８時30分～午後５時15分
（毎週木曜日は午後７時まで）

○縦覧場所
・市役所税務課資産税係
・浅井支所・びわ支所の市民生活課
課税台帳は、納税義務者本人に加
え、借地・借家している人(賃貸借
契約書等賃借人と確認できるもの
が必要)も、その対象になる資産に
ついて年間を通して閲覧できます。
※縦覧期間以外は有料
■問市税務課資産税係（1.65６５２３）
浅井支所市民生活課（1.74４３５２）
びわ支所市民生活課（1.72５２５３）

「養蚕の館」の開館時間を延長
４月以降、養蚕の館は、これまで
休館だった火曜・水曜日を開館し、
開館時間も朝晩それぞれ30分ずつ
延長し、次のとおりとなります。
休館日 祝祭日の翌日、年末年始
開館時間 午前８時30分～午後９時30分
施設予約 養蚕の館（1.64６０３０）
《養蚕の館の概要》
所在地 相撲町604-7(長浜西幼稚園隣）
部　屋 ホール100人収容

研修室50人収容、和室28畳

使用料 農業振興、地域コミュニテ
ィ、生涯学習活動等は無料

■問 市教育委員会生涯学習課（1 . 65

６５５２）

ごみ収集に関するお知らせ
粗大ごみ用エフの配布
粗大ごみを廃棄するときにつけて
いただくエフ（平成18年度分・１
世帯６枚）は、最初の収集日の前
の月の中旬から下旬に、自治会を
通じて配布します。再発行はでき
ませんので大切に保管ください。
ごみ収集日シールを利用ください
ごみ収集日をチェックするための
シールを３月上旬に自治会を通じ
て配布しています。ご家庭のカレ
ンダーに貼って活用してください。
■問市環境保全課（1.65６５１３）

住宅リフォーム奨励金の
申請は３月中に

旧長浜市で実施していた、住宅を
リフォームされた場合に商品券を
交付する地域経済活性化奨励金制
度(リフォーム奨励金)は、平成18
年１月１日までに完了した工事を
対象としています。申請期間は３
月31日までですので、該当される
場合は忘れずに申請してください。
■問市商工労政課（1.65８７６６）

事業主のみなさんへ
労働保険の年度更新はお早めに
従業員を雇用する事業主は、毎年
年度当初に労働保険（労災保険・
雇用保険）の保険料を清算する
「年度更新」を行う必要があります。
労働保険の保険料は、年度(または
加入)当初に、その年度に支払う予
定の賃金をもとに概算で申告・納
付していただいていますが、翌年
度当初に、実際支払った賃金で計
算し直し、申告・清算するのが
「年度更新」です。くわしくは下記
までお問い合わせください。
受付期間 ４月１日(土)～５月22日(月)
受付窓口 長浜労働基準監督署など
◆年度更新申告相談・受付
５月18日(木)、19日(金)の午前９時

～午後４時に長浜労働基準監督署
で。その他の会場でも実施予定
■問滋賀労働局労働保険徴収室（1 .

０７７－５２２－６５２０）

一日社会保険相談所　
３月23日（木）午前10時から午後
４時（受付は午後３時30分）まで、
長浜商工会議所で。相談無料。
内　容 年金相談、保険料納付の

相談や年金の請求
持参物 年金手帳（年金証書）、印

鑑、委任状（代理時）
■問 滋賀社会保険事務局彦根事務所
（1０７４９－２３－１１１６）

ながはま・ファミリー・サポ
ート・センター入会説明会
３月26日（毎月第４日曜日）午前
10時～11時に、サンサンランド
で。要申込。託児あり（要予約）。
■問 ながはま・ファミリー・サポー
ト・センター（1 .64３９００）

長浜ユネスコ協会日本語教室
ボランティア講師・受講生募集
在住外国人に日本語を教えたいと
いう意欲のある人を募集します。
開講日 毎週水・土曜日のどちら

かの午後７時～８時30分
会　場 国際文化交流ハウスＧＥＯ
募集期間 随時※経験者も初心者も歓迎
◆同教室を受講する生徒も募集中
■申長浜ユネスコ協会事務局《市教育
委員会生涯学習課》（1.65６５５２）

「ハートフル・長浜曳山まつり」
ボランティアスタッフ募集

ートフル・プラザ(誰もにやさしい
まちづくりを進める会)では、曳山
まつりをしょうがいのある人にも
楽しんでいただくための観覧桟敷
席を設置します。観覧日の４月15
日(土)に、しょうがいのある人を介
助いただける人を募集します。
■申市福祉課しょうがい福祉係
（1.65６５１８）

お知らせ 

募　集 

裏面に続きます



古紙100％の再生紙を使用しています。

保健センター　　　　　　八幡東町632 1 . 65 7779 FAX. 64 1437
浅井健康管理センター　　内保町480-3 1 . 74 2446 FAX. 74 0460
びわ保健センター　　　　難波町484-2 1 . 72 4602 FAX. 72 4603

◇毎週火・金・土曜日
（ただし祝日は休み）

◇受付時間　成分献血（要予約）
全血献血

10:00～12:00／14:00～16:00 湖北献血ルーム
10:00～13:00／14:00～17:00 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-890-689献血のお願い

ながはま楽習塾市民教授募集
ボランティアの市民教授が講座を
企画プロデュースする「ながはま
楽習塾」の市民教授を募集します。
応募資格　市内に在住・通勤・通
学している人で、講座を10回程度
（最低３回以上）企画運営できる人
※資格は不要ですが、政治、宗教、
宣伝活動などは応募できません。

開設場所 公民館、長浜市民交流セ
ンター、図書館、長浜サ
ンパレスなどの公共施設

応募方法 はがきかFAXで
(募集要項は公民館等の施設で配布中)
締切り ４月７日（金）
■申市教育委員会生涯学習課（1 . 65

６５５２、FAX.65４５８６）

青祥会訪問介護員養成研修
（２級課程）講座

と　き ５月11日(木)～８月10日
(木)までの平日21日間

ところ 介護老人保健施設坂田メ
ディケアセンターなど

対　象 訪問介護事業などへ就労
を希望し全過程を受講で
きる人

定　員 50人（多数の場合選考）
受講料 63,000円(教材・実習費込み)

申込期間 ３月23日(木)～４月18日(火)
受付場所 長浜メディケアセンター

など青祥会の各施設
■問 (社)青祥会本部（1.68４１１４）

リュートプラザ「映画のつどい」
と　き ３月25日(土)午前10時から
ところ リュートプラザ（難波町）

（びわ文化学習センター）
上映作品 「妖怪大戦争」（124分）
対　象 概ね５歳児～中学生、一般
入場料 無料（整理券必要）

※リュートプラザ窓口で配布
（電話予約はありません）

■問びわ文化学習センター（1 . 72５
２５７）

市立長浜病院生涯教育研修会
と　き ４月６日(木)午後６時から
ところ 市立長浜病院２階講堂
演　題 「乳幼児の発達チェックポ

イントと最新予防接種制度」
講　師 浅野　勉(同病院小児科医)

橋本和幸(同病院小児科医)
■問市立長浜病院医療相談室（1 . 68

２３００）

長浜城歴史博物館の展示
◆企画展「曳山祭の魅力」
江戸時代の曳山行列の様子を描いた
版画や、曳山を建造する際に制作さ
れた曳山の模型・設計図、曳山の蒔
絵盃や屏風などを展示。
会　期 ３月28日(火)～４月23日(日)
会　場 同博物館２階展示室
◆博覧会第５回テーマ展
「長浜城主一豊の文書」
北近江一豊・千代博覧会のテーマ展
として、秀吉が一豊に宛てた朱印状
など、北近江に原本が現存する一豊
関連の文書を展示。
会　期 ４月１日(土)～28日(金)
会　場 同博物館３階展示室
■問長浜城歴史博物館（1 .63４６１１）

１年生おめでとうのつどい
長浜市母子福祉のぞみ会では、４月
に小学校へ入学される母子家庭のお
母さんとお子さんをお招きし、お祝
いのつどいを開催します。参加希望
の方はお問い合せください。
と　き ４月10日(月)

午後１時30分から
ところ 市民交流センター(地福寺町)
参加料 無料（要申込み）
■問市子育て支援課（1.65６５１４）

医療機関で受診できるがん検診
【検 査 名】子宮がん（頸部）検査
【対　　象】20歳以上の偶数年齢になる女性
【受診場所】市内および伊香郡内の婦人科
【料　　金】1,700円
【必要書類】受診票・検診票

精密検査が必要な人は医療機関の受診を
胃・大腸・乳・子宮がん検診、生活習慣病健診、

胸部レントゲン検診、歯科検診、骨密度測定を受
けて、精密検査が必要と判断された人は、医療機
関を受診しましょう!!

予防接種の受け方は３月末まで変更ありません
お子さんの予防接種は、３月31日まで旧市町の

制度で実施しますので、各市町の区域内および接
種方法で受けてください。

インフルエンザにご用心
インフルエンザは突然の高熱に始まり、頭痛、

筋肉痛、関節痛など全身症状が強くあらわれます。
乳幼児や高齢の人は合併症をおこしたり、重症化
したりすることもあります。
「かかったかな？」と思ったら、早めに医療機

関を受診しましょう。

介護機器展示室「さんさん」から
介護機器展示室では、介護機器等の展示と相

談・ためし使いの短期貸出などを行っています。
お気軽にお越しください。
【場　所】市役所東別館
【開館日】土・日・祝日を除く

午前８時30分～午後５時15分

相　談　名

生活習慣病
保 健 相 談

生活習慣病
栄 養 相 談

会　　場

市保健センター

な つ め 会 館

市保健センター

日　　　時
４月４日（火）

午後11：00～14：00
４月４日（火）

午前19：30～11：30
毎月第1・第３火曜日
午後11：00～14：00

※栄養相談は栄養士による個別相談です。
血圧測定、尿検査が受けられます。

生活習慣病各種無料相談

お問い合せは、介護機器展示室(� . 63 3827）
または市高齢者介護福祉課(� . 65 7789）へ。

催　し 
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