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長浜市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会(全選挙区)
任期満了に伴う長浜市議会議員一
般選挙が、平成1 8年７月3 0日
（日）に行われる予定です。
この選挙の立候補の手続きや方法
などの説明会を次のとおり開催し
ますので、立候補を予定されてい
る人や関係者はご出席ください。
日　時 ５月30日(火)午後２時から
場　所 長浜市民交流センター
（地福寺町・長浜北星高校東隣）

候補者となれる人
・満25歳以上の日本国民であること
・長浜市議会議員一般選挙の選挙
権を有する人であること

※このほかにも要件があります。
■問 市選挙管理委員会事務局《市総
務課内》（1.65６５０３）

長浜市農業委員会委員選挙
立候補予定者説明会(全選挙区)
任期満了に伴う長浜市農業委員会
委員選挙が、平成18年７月16日
（日）に行われる予定です。
この選挙の立候補の手続きや方法
などの説明会を次のとおり開催し
ますので、立候補を予定されてい
る人や関係者はご出席ください。
日　時 ５月23日(火)午後７時から
場　所 市役所別館４階

第２～４会議室
候補者となれる人
・市内に住所を有する満20歳以上の人
・10㌃以上の農地で耕作を営む者
であること

※このほかにも要件があります。
■問 市選挙管理委員会事務局《市総
務課内》（1.65６５０３）

外国人市民のみなさんを対象に
「くらしの相談窓口」を開設
外国人のみなさんのくらしの中の
諸問題について、情報提供や専門
窓口の紹介などを行う「くらしの
相談窓口」を６月から開設します。
日　時 毎週水曜日

午前10時～午後３時
第1･3水曜：ポルトガル語
第2･4水曜：スペイン語

場　所 国際文化交流ハウス(ＧＥＯ)
神照町519(1 .63４４００)

■問市自治振興課（1.65８７２２）

高齢者保健福祉審議会委員募集
介護保健福祉計画の策定に
市では、介護保険事業計画の策定
や長寿社会対策の推進などにあた
り、市民のみなさんのご意見をお
聞きするため、「長浜市高齢者保
健福祉審議会」を設置します。
この審議会委員のうち公募による
３名を次のとおり募集します。
○応募資格　
・介護保険給付のしくみや財政、
地域での取り組み等への提言や
意見をお持ちの方で、今年６月
から平成21年３月末まで活動
できる、市内にお住まいの人

・平日午後の会議に出席できる人
（年間３～６日）
○募集対象
・１号被保険者（65歳以上）１人
・２号被保険者（40歳～64歳）２人
※多数の場合は意見等を審査し決定
○応募方法
封書・ハガキ・Ｅメールで住所、
氏名、年齢、電話番号、ご意見を
ご記入のうえ、応募ください。
○締切り ５月31日（水）
■申市高齢者介護福祉課「高齢者保
健福祉審議会委員募集」係
〒526-0031 長浜市八幡東町632番地
（1 . 65１１４５、FAX . 68０２６３、
E-mail:kaigo-nintei@city.nagahama.shiga.jp）

し尿などのくみ取り依頼先
し尿や浄化槽汚泥のくみ取りを依
頼される場合は次の業者に直接申
し込んでください。㈲長浜清掃セ
ンターは５月から社名を㈱ライフ
リリーフに変更されています。
《旧長浜市》
㈱ライフリリーフ（1.62１３５６）
（旧㈲長浜清掃センター）
橋本クリーン産業㈱(1.62４０９５)
《旧浅井町・びわ町》

虎姫衛生企業組合（1 .74８４４４）
■問市環境保全課（1.65６５１３）

開発許可に関する図書を販売
市内で開発許可を必要とする開発
事業を行う際の手続きや許可基準
などを説明した図書を販売中です。
○都市計画法に基づく開発許可制
度の取扱基準（Ａ４版240頁）
販売価格：2,000円
○都市計画法に基づく開発行為に
関する技術基準（Ａ４版133頁）
販売価格：1,000円
販売所　市都市計画課
または各支所建設水道課
■問市都市計画課（1.65６５４１）

一日社会保険相談所
５月25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）

小豆栽培をしてみませんか
浅井小豆生産組合では、小豆（浅
井大納言）栽培の希望者を募集し
ます。栽培された小豆は大津市内
の和菓子業者に出荷されます。
栽培地 申込者所有の田んぼ
栽培工程 ６月下旬ほ場(水田)準備

７月播種、８～９月病害
虫駆除、10～11月収穫、
１～２月出荷

栽培条件 １人５アール以上作付け
小豆共済への加入
市斡旋の種子であること
契約業者への出荷

締切り ５月26日（金）
■申 市特産振興課(1 . 65６５２６)、
浅井支所産業振興課(1 . 74４３５
７)、びわ支所産業振興課(1 . 72５
２５５)

お知らせ 

募　集 

裏面に続きます



ふれあい農園で野菜を育てよう
農園オーナーを募集します
場　所 神照運動公園近くの畑
対　象 市内にお住まいの人
募集区画 ３区画（多数の場合抽選）
区画面積 20㎡／区画
利用料金 年間1,200円
締切り ５月31日（水）
■申ふれあい農園運営協議会《市農
林水産課内》（1 .65６５２２）

長浜市福寿大学受講生募集
～健康で生きがいのある生活を～
健康、人権、教養、経済、娯楽
など全７回講座
対　象 市内在住の60歳以上の人
内　容 第１回講座

６月13日(火)午後１時30分から
「気を診て天気を知る」
講師：角田豊吉氏
（日本気象協会関西支社調査役）

定　員 230人（先着順）
受講料 2,000円（全７回分）

現地研修は実費負担あり
受付期間 ５月27日(土)～30日(火)
受付時間 午前９時～午後４時
■問市民交流センター（1 .65３３６６）

第１期健康エクササイズ教室
と　き ６月14日～７月19日の

毎週水曜日、午前10時
～11時30分(全６回)

ところ 長浜市民体育館(宮司町)
対　象 一般（中高年者向き）
内　容 音楽に合わせるリズム

体操やミニボールを使
ったバランス運動など

定　員 30人（先着順）
※最少催行人員14人

受講料 3,000円(全６回分)
講　師 藤本朋子氏
（AFAA公認インストラクター）

申込開始 ５月15日（月）から
■申長浜市民体育館（1 .63９８０６）

資格取得のためのパソコン講座
期　間 ６月15日（木）～７月４

日（火）の間で12日間
発展コース(中級)午前10時～正午
入門コース(初級)午後１時～３時
会　場 市民交流センター研修室
対　象 市内にお住いかお勤めの人
定　員 各コース20人（先着順）
受講料 13,000円（教材費込み）
申込開始 ５月15日(金)から※水曜休
その他 託児サービスあり

■申市民交流センター（1.65３３６６）

フィットネス教室＆ゴルフ教室
対　象 市内在住または在勤の18

歳以上の方
○フィットネス教室
と　き ５月24日～７月12日の毎週

水曜日午後７時30分から
ところ 浅井体育館ほか
内　容 バウンドテニス、ビーチボ

ールなどのニュースポーツ
定　員 40人（先着順）
受講料 3,000円
締切り ５月23日（火）
○ゴルフ教室
と　き ５月30日～８月１日の毎

週火曜日午後７時から
ところ あざい365ゴルフクラブ
内　容 初心者から上級者まで、プ

ロのインストラクターによ
るレベルに応じたレッスン

定　員 24人（先着順）
受講料 14,000円(練習球代１万円込)
締切り ５月26日（金）
■申 市教育委員会浅井教育分室
（1.74４３５９）

ごみゼロ大作戦！「ごみゼロ分別バトル」
～みんなで長浜をきれいに～
と　き ５月27日（土）

午前９時30分から
集合場所 長浜サンドーム（宮司町）
内　容 北陸自動車道沿いサイクリン

グロードを中心にごみ拾い
サンドームで、ごみ分別
をテーマにしたゲーム

持ち物 ごみ拾い用のレジ袋
その他 事前申込不要

参加賞・景品あり
５月30日は、滋賀県の環境美化の
日(ごみゼロの日)。市内各地域で
積極的な美化活動をお願いします。
■申市環境保全課（1.65６５１３）

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24日(水)までの平日午

前９時～午後５時に電話で
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）

滋賀県身体障害者福祉協会
青年部交流会「Ｇｅｔ Ｆｒｅｅ！！」
と　き ６月25日(日)午前10時30

分～午後３時30分
ところ 県立障害者福祉センター

会議室（草津市笠山）
テーマ 見つめよう今～変えよう未来
対　象 県内のしょうがい者、ボラ

ンティアおよび福祉関係に
従事している人（青年部層）

内　容 レクレーション、バンド
演奏などでの交流や地域
活動などの情報交換

参加費 500円（昼食代）
締切り ６月20日（火）
■申（財）滋賀県身体障害者福祉協会事
務局（1０７７－５６５－４８３２）

「一豊くん・千代ちゃんイベントＦＭ」放送局開局
長浜市特設のイベントＦＭ放送局は、大河ドラマ

「功名が辻」の裏話、北近江の見どころ・食べ所・
イベントなど旬な情報、講談や民話、北近江の歴史
や町衆の声など、魅力満載の番組をお届けします。

ＦＭウォークin北近江は、放送局の開局期間中、
番組を聞きながら、長浜や湖北の各地を歩いていた
だくものです。山内一豊と千代が愛を育んだ美しい
湖北の風景をラジオを手にお楽しみください。

このウォークは自由参加ですので、コースや時間
帯は自由に散策していただけます。また、モデルコ
ース等を紹介した案内マップを長浜駅観光案内所や
観光施設等に設置していますので、ご利用ください。

大河ドラマ「功名が辻」 ＦＭウォークin北近江

６月３日（土）～11月30日（木）
午前９時～午後６時

オープニングウォークイベント

◆つくってあそぼファミリーステージ

開催場所：長浜小学校体育館
身のまわりにあるものが、ワクワクさん、ゴロリ、
うたのおねえさんたちの工作で何に変わるかな？
開　　演：①午後１時、②午後３時
募集定員：各回1,000人（先着順）

出　演

うたのおねえさん　ゴロリ　ワクワクさん

参加申込方法：参加ご希望の方は往復はがきか
FAXでお申込みください。参加証
をお送りします。

■往復はがきで申し込みの場合
往信用裏面に①郵便番号、②住所、③連絡先（電話番号）、
④保護者名、⑤参加希望者数（保護者を含め５名まで）、
⑥参加希望する回（１回目、２回目、どちらでもよい）
を、復信用表面にあなたの住所と氏名を記入しご郵送く
ださい。
■ＦＡＸで申し込みの場合
①郵便番号、②住所、③連絡先（電話番号）、④保護者名、
⑤参加希望者数（保護者を含め5名まで）、⑥参加希望す
る回（１回目、２回目、どちらでもよい）を記入しお送
りください。
〒526-8501 長浜市高田町12-34
長浜市観光振興課内　つくってあそぼファミリー
ステージ事務局1.62４１１１（代）FAX .64０３９６

◆オープンスタジオ・イベント

開催場所：曳山博物館南東側広場
大河ドラマ「功名が辻」出演者による制作余話、

大河ドラマのあらすじや番組情報、番組ゆかりの
史跡や歴史、北近江の見どころなどをイベントＦ
Ｍ放送局から発信します。

出　演

乙葉さん　　　　　　　前田吟さん
（とし役） （祖父江新右衛門役）

◆ＦＭウォーク

集合場所：豊国神社（午前10時集合）
ＦＭを聞きながら家族でウォーキングを楽しん

でいただきます。
お楽しみ抽選会あり。
○交通費、有料施設の入場料などは参加者負担です。
○ＦＭラジオ、昼食、雨具などは各自でご用意を。
○ウォーキングマップは受付時にお渡しします。
抽選でプレゼントがあたります。

申込必要 参加自由

参加自由

お問合せは、一豊公・千代様キャンペーンイベ
ント実行委員会事務局《市観光振興課内》（1 . 65
６５２１：平日、1.62４１１１：休日）へ。

６月３日（土）午前10時～午後５時

忍たま乱太郎ショー
＆ヘムヘムと遊ぼう

と　き　７月23日（日）

１回目：午後１時30分から

２回目：午後４時から

料　金 大人(中学生以上)1,500円

小人(小学生以下) 500円

（全席指定）

発売開始 ６月10日(土)午前９時から

発売所 浅井文化ホール（内保町）

（1.74４０００）

お問合せは、（財）浅井文化スポーツ事業団（1.74３３５５）へ。

クイズをあてると「忍たまグッズ」がもらえます。

○cNHK・SC



古紙100％の再生紙を使用しています。

健康推進課　165-7779 長浜市保健センター　　165-7779
浅井健康管理センター　174-2446
びわ保健センター　　　172-4602

◇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

相　談　名

生活習慣病
保 健 相 談

生活習慣病
栄 養 相 談

検 診 名
対　　　　象
検 診 場 所

検 診 内 容

料　　　　金

検 診 時 期

申し込み方法

４月に配布の「平成18年度版健康づくり日程表」（P12）で案内していました乳がん検診の[医療機関検診実施日・時
間]を次のとおり変更します。 変更　市立長浜病院月曜日午後の時間の予約は実施しません。

子宮がん検診
20歳以上の今年度偶数年齢になる女性
市内および伊香郡内の婦人科

子宮頸部の細胞診

1,700円

平成18年５月～平成19年３月

市健康推進課（長浜市保健センター）にお
申し込みください。（1�. 657779）

乳がん検診
40歳以上の今年度偶数年齢になる女性
市立長浜病院・長浜赤十字病院
40～49歳：視触診とマンモグラフィ撮影(２方向)
50歳以上：視触診とマンモグラフィ撮影(１方向)
40～49歳　　2,100円
50歳以上　　1,600円
平成18年５月～平成18年10月
検診を希望される日の２週間前までに、市
健康推進課(長浜市保健センター)に電話で
お申し込みください。 （� . 657779）

会　　場

長浜市保健センター

びわ保健センター

浅井健康管理センター

な つ め 会 館

長浜市保健センター

びわ保健センター

浅井健康管理センター

日　　　時
５月16日(火) ６月６日(火)
午後1：00～4：00
５月18日(木)
午後1：00～4：00
６月８日(木)
午後1：00～4：00
５月16日(火) ６月６日(火)
午前9：30～11：30
５月16日(火) ６月６日(火)
午後1：00～4：00
５月18日(木)
午後1：00～4：00
６月８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

医療機関で受診できるがん検診

お問い合せは、市高齢者介護福祉課(1�. 657789）
または介護機器展示室（1�. 63 3827）

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】平日　午前８時30分～午後５時15分

高齢者の元気づくり学校ボランティア
「ジーバーぽこぽこ」の参加者募集!!
楽しく「頭とからだの健康づくり」を行う、

シニアの仲間を募集します。ボランティアの内
容は、市内の学校で、子ども達に絵本の読み聞
かせを行います
★対象：市内にお住まいの60歳以上で、自分の

健康づくりのためにボランティアを行
おうという意欲のある方。会場（小学
校）まで自分で行くことができる方。

★定員：30名（先着順）
★締め切り：6月16日（金）
【お申し込み】市健康推進課（1�. 65 7779）

５月から乳がん・子宮がんの
医療機関検診が始まりました。

児童手当法の改正により、この４
月から児童手当の支給対象児童が
小学校修了前までのお子さんに拡
大され、併せて所得制限限度額も
引き上げられました。これまで、
所得制限限度額を超過して手当が
受けられなかった方も対象となる
場合がありますので、お早めに認
定請求をしてください。
※６月分からは平成17年分所得
（平成18年度所得）が審査基準
所得制限限度額内の方で今回の制
度改正の対象者に限り、９月29

日までの請求で平成18年４月分
までさかのぼって受給できます。
ただし、平成16年分所得が今回の
法改正で引き上げられた限度額を
超過する場合は、６月以降に申請

されると申請月の翌月分からの支
給となりますのでご注意ください。
■問市子育て支援課（1.65６５１４）
浅井支所保健福祉課（1 .74４３５４）
びわ支所保健福祉課（1 .72５２５４）

児童手当の認定請求はお早めに 支給対象が小学６年生までに、所得制限も引き上げられました

新所得制限限度額に対する所得状況
前々年所得(４･５
月分の所得審査)

○
○
超　過

超　過

前年所得(６月分
以降の所得審査)

○
超　過
○

○

申　請　月

４～５月 ６～９月
支給開始月

４　月

６　月

申請の翌月

備　　　考

４･５月分のみ支給
所得年度の切替に
より所得要件を満
たすことになった

○
○

○

○
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