
発行／長浜市役所

編集／企画政策課
No.２　平成18年４月15日発行

長浜市高田町12-34

TEL 0749-65-6504 FAX 0749-63-4111

http://www.city.nagahama.shiga.jp/

４月15日号

５月１日～７日は「憲法週間」
各種相談・記念行事を開催

○滋賀弁護士会の無料法律相談
と　き ５月２日(火)

午前９時30分～午後４時
ところ 大津地方・家庭裁判所大

会議室１階（大津市京町）
定　員 33人(先着順)
申込方法 ４月17日(月)～28日(金)

の平日に電話連絡
（午前９時～午後５時）

申込先 大津地方裁判所事務局総務
課庶務係(℡090-2389-3466)

○刑事事件についての相談
と　き ５月１日(月)、２日(火)

午前９時30分～午後４時
ところ 大津地方検察庁(大津市)
○人権相談
と　き ５月１日(月)、２日(火)

午前９時30分～午後４時30分
ところ 大津地方法務局(大津市)
○憲法週間記念行事
「裁判員模擬裁判体験ツアー」
と　き ５月27日(土)午後１時
ところ 大津地方裁判所(大津市)
定　員 50人(先着順)
内　容 裁判員制度の説明・質疑応

答　裁判員模擬裁判　など
申込方法 ５月８日(月)～24日(水)

の平日に電話連絡
（午前９時～午後５時）

申込先 大津地方裁判所事務局総務
課庶務係(℡090-2389-3466)

■問 大津地方裁判所総務課（1０７
７－５２２－４２８１）

滋賀県立交通事故相談所
交通事故に巻き込まれたときの手
続きや損害賠償など、お困りの場
合はご相談ください。
《県立交通事故相談所彦根分室》
所在地 県湖東地域振興局２階

（彦根市元町４番１号）
面接相談 火・木曜日
電話相談 月～金曜日
相談時間 午前９時～午後４時
その他　相談無料、秘密厳守

※相談に来られない方のために、県
湖北地域振興局(長浜市平方町)へ
相談員が出向く、巡回相談も実施
中。事前に電話予約ください。

■問 県立交通事故相談所彦根分室
（10749-27-2230）

青い鳥郵便はがき無料配布
重度の身体・知的しょうがい者のみなさんへ
日本郵政公社では、身体・知的し
ょうがいのある人に、より多くの
人とコミュニケーションを図って
いただけるよう、青い鳥をデザイ
ンした封筒に、くぼみ入りはがき
を入れ、希望者に無料配布します。
対　象　重度の身体障害（１級ま
たは２級）のある人、あるいは重
度の知的障害（療育手帳にＡもし
くは１度・２度の標記）のある人
配布枚数 １人あたり20枚
受付期間 ４月３日(月)～５月31日(水)
■申長浜郵便局（1 . 62０３８０）も
しくはお近くの郵便局へ

ながはま・ファミリー・サポ
ート・センター入会説明会
４月23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）

一日社会保険相談所
４月27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）

「環境こだわり米」栽培体験

田んぼの100株オーナー募集
泥水や化学肥料をびわ湖に流さな
い環境にやさしい水稲栽培を生産

者と一緒に行う田んぼの100株オ
ーナーを募集します。農作物を育
てる楽しさを体験しませんか。
場　所 産直びわみずべの里（南

浜町）前の水田
区画数 60区画
作業内容 田植え(５月28日)、稲刈り

(９月24日)など
※その他、環境学習、体験教室あり
栽培品種 こしひかり
参加費 無料（収穫された米は

1,900円／５kgで販売）
締切り ５月20日(土)
■申■問 農事組合法人産直びわみずべ
の里（1･FAX .72５２１２）

滋賀県ミシガン州
友好親善使節団員募集　

滋賀県の姉妹州であるアメリカ・
ミシガン州に派遣する友好親善使
節団員を募集します。
期　間 ７月21日（金）～29日

（土）の９日間
応募資格 平成18年４月１日現在、
満18歳以上の県内在住の人で、健
康かつ団体行動に支障がない人
（70歳以上は医師の診断書必要）
内　容 ホームステイなど
参加経費 221,000円

（交通費、宿泊費など）
締切り ５月15日（月）
■問市企画政策課（1.65６５０５）

初心者対象レディースバドミントン教室
と　き ５月10日～７月12日の毎週水

曜日、午前10時～正午(全10回)
ところ 長浜市民体育館(宮司町)
対　象 一般女性
※安全上、お子さま連れは不可
内　容 ラケットの振り方からストロー

クの基本、ダブルスゲーム等
定　員 30人（先着順）
※定員満たない場合中止あり

受講料 4,000円
(シャトル代・傷害保険料込み)
持ち物 ラケット（貸し出し可）、
体育館シューズ、タオル、飲み物、
運動のできる服装、ゼッケン１枚
■申 市教育委員会市民スポーツ課
（1.65８７８７）

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

一日回峰行
小谷山の名所旧跡を探索しながら、
郷土の自然と歴史にふれませんか。
と　き ５月21日(日)午前９時から

※雨天時は５月28日(日)
集　合 五先賢の館（北野町）
対　象 小学１年生以上で健康な人

※小学生は保護者同伴
行き先 西池、小谷城跡、片桐且元

の生地など（行程約8.5km）
定　員 約100人（先着順）
参加料 500円（保険料込み）
締切り ５月15日(月)
■申市立五先賢の館（1.74０５６０）

漢詩入門教室
開講日 ６月～11月の第１土曜日

午後１時30分～３時30分
会　場 五先賢の館（北野町）
内　容 漢詩の読み方から解読まで
講　師 人見四郎氏（滋賀県詩吟連盟）
参加料 １回500円（入館料含む）
定　員 50人(先着順)
締切り ５月15日(月)
■申市立五先賢の館（1.74０５６０）

しょうがいのあるみなさ
んへのパソコン教室
と　き ５月13日(土)から、毎月

第２・４土曜日(全10回)

午前の部：午前10時～12時
午後の部：午後１時～３時

ところ 湖北タウンホーム
（虎姫町月ヶ瀬）

内　容 パソコンの基礎からイン
ターネット、エクセル、
はがき作りまで

受講料 4,000円(10回分)
定　員 午前・午後各５人(先着順)
■申湖北地域障害者生活支援センタ
ー「ピットイン」（1.73３９１６）

県立大学春期公開講座
開講日 ５月20日から毎週土曜日の

午後１時30分から(全５回)
会　場 県立大学講義室A2-202
内　容 同大学教授等による講演
・三都水源林ものがたり：ニュー
ヨーク、バンクーバー、東京の
水源林から考える

・ことばをコンピューターがどう
翻訳するか

・環境調和型ものづくり　　
・次代を産み育てるサイクルにあ
る女性の健康支援

・道具学から見た家庭用機器のデ
ザイン進化

締切り ４月28日(金)
■申滋賀県立大学交流センター（彦
根市八坂町・10749-28-8210）

県立長浜ドームエアロビクス教室
開講日 第１期は５月25日から、い

ずれも木曜日午後７時から
１期あたり10回

対　象 一般男女
定　員 各期30人（先着順）
参加料 １期6,000円

３期継続は15,000円
申込開始 ４月18日(火)
■申県立長浜ドーム（1.64０８０８）

再就職をめざすシニア対象
オフィス・クリーニング技能講習会
開講日 ６月13日～20日の平日

６日間
午後１時～４時30分

会　場 滋賀ビル９階(ＪＲ大津駅前)
対　象 55歳～68歳の再就職す

る意志のある人
定　員 25人（多数の場合抽選）
締切り ６月１日（木・必着）
受講料 無料（教材支給）
申込み 往復はがきに講習名（オ

フィス・クリーニング）、
住所、氏名、年齢（生年
月日）、電話番号を記入
し申込みください。

■申 (社)滋賀県シルバー人材センタ
ー連合会　〒520-0051大津市梅林
一丁目３番10号（1077-525-4128）

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

びわ保健センター

浅井健康管理センター

な つ め 会 館

市保健センター

びわ保健センター

浅井健康管理センター

日　　　時
4月18日(火)5月2日(火)
午後1：00～4：00
4月20日(木)
午後1：00～4：00
5月11日(木)
午後1：00～4：00
4月18日(火)5月2日(火)
午前9：30～11：30
4月18日(火)5月2日(火)
午後1：00～4：00
4月20日(木)
午後1：00～4：00
5月11日(木)
午後1：00～4：00

※栄養相談は栄養士による個別相談です。
※保健相談は血圧測定、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）

介護機器展示室「さんさん」からのお知らせ
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等を行っています。
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

『平成18年度長浜市健康づくり日程表』を配
布しましたので、各家庭で保存していただき、
健診や健康づくりにお役立てください。


	名称未設定

