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県有地を売却します

お知らせ
ご利用ください
はり・きゅう・マッサージ施術助成券
満65歳以上の人を対象に、治療機関
で１枚あたり千円の割引が受けられ
る助成券をお渡ししています。
【配布場所】
・市高齢者介護福祉課
・各支所保健福祉課
・介護あんしん窓口(旧長浜市)
・市民交流センター ・なつめ会館
・公民館(旧長浜市・火〜金曜日)
問 市高齢者介護福祉課（1. 6 5７７８９)
■
浅井支所保健福祉課（1. 7 4４３５４)
びわ支所保健福祉課（1. 7 2５２５４)

木造住宅の耐震診断
市内の木造住宅を対象に無料の耐震
診断を行っています。
【対象住宅】昭和56年５月31日以前に
着工され完成している木
造住宅など、いくつかの
要件があります。くわし
くはお問合せください。
【予定棟数】今年度80棟(先着順)
【申込期間】10月16日(月)〜12月25日(月)
問■
申 市建築指導課（1. 65６５４３）
■

国民年金保険料は全額が
社会保険料控除の対象に
国民年金保険料は、所得税や市民税
を算出する際に、全額が社会保険料
控除の対象として課税所得から差し
引かれます。対象は、今年１月から
12月までに納められた保険料の合計
(納め忘れていた期間や免除を受け
ていた期間の保険料、家族の保険料
を納付された場合を含む)です。
年末調整や確定申告には、「※社会
保険料(国民年金保険料)控除証明
書」または領収証書が必要です。
※国民年金保険料納付額の証明書。
１月〜９月納付分：11月初旬発送
10月〜12月納付分：翌年２月初旬発送
問 滋賀社会保険事務局彦根事務所1
■
０７４９−２３−１１１６）

【入札物件】長浜市南小足町内の職員
宿舎跡地(宅地・193.66㎡)
【物件数】２件
【予定価格】710万円(最低売却価格)
【入札日】11月21日(火)
【案内配布】11月９日(木)までの平日に、
市管財課や湖北地域振興
局総務出納課などで
【申込期間】10月16日(月)〜11月９日(木)
※その他、彦根市内に３物件あり
問 県総務部予算調整課公有財産担当
■
（1 ０７７−５２８−３１９１、
http://www.pref.shiga.jp/）

最低賃金は時給662円
最低賃金は賃金の最低額を保障する
とともに労働条件の改善に重要な役
割を果たしています。滋賀県の最低
賃金は10月１日に改正され、県内で
一人でも雇用している事業主は、常
用・パートを問わず、１時間662円
以上の賃金を支払う必要があります。
問 長浜労働基準監督署
（1. 62３１７１）
■

緑あふれるまちづくりを応援
生け垣や樹木など自宅周辺に緑を増
やしている方や、花壇・プランター
などで緑あふれるまちづくりを進め
る自治会などの団体を対象に、植栽
費や原材料費などの補助を行ってい
ます。補助を受けるには、事前に申
請が必要です。個人や団体の別、植
え方などで、要件や補助額が変わり
ますので、お問合せください。
問 市都市計画課（1. 65６５４１)
■

一日社会保険相談所(予約制)
【と き】10月26日(木)
午前10時〜午後４時
【ところ】長浜商工会議所
【内 容】年金相談、保険料納付の
相談や年金の請求
【持ち物】年金手帳（年金証書）、印
鑑、委任状（代理時）
【予約締切】なるべく１週間前までに
申 滋賀社会保険事務局彦根事務所予
■
約専用(1０７４９−２３−５４８９)

休日納税相談
納期限までに市税の納付が困難で、
平日に納税相談が受けられない人を
対象に相談窓口を開設します。
【相談日】10月29日（日）
午後１時〜午後４時
【相談場所】市役所税務課
（市役所本館１階）
【持参物】印鑑（認印でも可）
【その他】ポルトガル語通訳を配置
問 市税務課納税係(1. 65６５０８)
■

ながはまファミサポ入会説明会
10月22日(毎月第４日曜日)午前10時
〜11時に、サンサンランド(地福寺
町)で。要申込み。託児あり(要予約)。
申 ながはま・ファミリー・サポー
■
ト・センター(1. 64３９００)

催

し

ごんせ朝市10周年大売出し
直どり野菜の収穫体験
【と き】10月29日(日)
午前６時30分〜11時30分
【ところ】長浜地方卸売市場北側駐車
場ごんせ朝市棟(田村町)
・とうもろこし、さといも、ブロッ
コリーなどの直どり体験(午前８
時30分から、市場北側野菜畑で)
・焼きそば、焼きいも無料配布
（午前７時30分から）
・親子連れのお子さん(小学生以下)
にお菓子プレゼント(先着100人)
・果物や魚の大売出し、抽選会など
申 長浜地方卸売市場(1. 63４０００)
■

浅井歴史民俗資料館企画展
「湖北の鍛治たち・草野鍛治」
【開催期間】11月26日(日)まで開催中
《現地見学会》
【と き】11月３日(祝)午後１時30分
【ところ】鍛冶屋町鍛冶場(現地集合)
【講 師】中島誠一氏
(市教育委員会歴史文化課長)
【定 員】30人(電話申込先着順)
申 浅井歴史民俗資料館(1. 74０１０１)
■

飲酒運転など悪質・危険運転の追放を
最近、飲酒運転による交通事故が多発しています。地域全体で「飲酒運転は絶対に許さない」という気運を高めましょう。
裏面に続きます

お楽しみおはなし広場
お子さんと一緒に楽しいひとときを。
【と き】11月11日(土)
午前10時30分〜11時30分
【ところ】サンサンランド(地福寺町)
【対 象】３〜５歳児とその保護者
【内 容】絵本の読み聞かせ、紙芝
居など
【定 員】45組(先着順)
【参加料】子ども１人100円
問 長浜地域子育て支援センター(1. 62
■
３７１２)

伊吹・姉川上流交流会
奥伊吹 曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー
【と

き】11月19日(日)午前８時に
市役所出発、浅井支所経
由で会場へ。現地集合可
【行き先】米原市曲谷「五色の滝、大
持多目的広場(伊吹ゆり園)」
【内 容】五色の滝散策、炭窯見学
シシ鍋食談会
【持ち物】防寒具、雨具、はし、お
わん、水筒など
【定 員】40人(先着順)
【参加費】4,000円(昼食費など)
【締切り】11月６日(月)
申 ながはまアメニティ会議事務局
■
《市環境保全課内》(1. 65６５１３)

さいとうしのぶさんの
手づくり絵本講習会
絵本作家・さいとうしのぶさんと一
緒に親子で絵本を作りませんか。
【と き】11月19日(日)
午後１時30分〜３時30分
【ところ】市立長浜図書館視聴覚室
【対 象】小学生以下の子と保護者
【定 員】30組(申込み先着順)
【持ち物】はさみ、のり、筆記用具
【申込み】11月１日(水)午前10時か
ら、電話または図書館カウンターで
《さいとうしのぶさん絵本原画展》
11月15日(水)〜12月３日(日)
申 市立長浜図書館(1. 63２１２２)
■

は〜とふるフェスタ
白井のり子さん講演会
両腕にしょうがいのあるサリドマイ
ド児として生まれた白井さん。映画
「典子は、今」の主演から25年、白井
さんの今を大切に生きる姿をお話し
ていただきます。入場無料(要予約)
【と き】11月23日(祝)午後１時30分
【ところ】長浜市民交流センター

長浜高校・長浜高等養護学校
【その他】託児(要予約)、手話通訳あり
講演会「トップアスリートに学ぶ心の健康」
申
1.
6
5
６５６０、
■ 市人権施策推進課(
【と き】11月17日（金）
FAX. 65８５５５)
午後２時15分〜３時15分
第十回長濱ゆう歌舞伎
【ところ】長浜高校・長浜高等養護
学校体育館
一般公募の役者、スタッフなどによ
【講 師】豊田一成氏
る手づくりの市民歌舞伎。
(びわこ成蹊スポーツ大学教授)
○ゆう壱番街特設舞台(無料野外公演)
【申込方法】住所、氏名、年齢、電話番
11月３日(祝)４日(土)午前11時
号を明記しはがきで。当日持参し
○長浜文化芸術会館
ていただく受講票を返送します。
11月３日(祝)４日(土)午後６時
べんてんむすめめおのしらなみ
【締切り】11月６日(月)
【外 題】弁天娘女男白浪
申 〒526-0033長浜市平方町270番地
■
〜浜松屋見世先の場〜
長浜高校(1. 62０８９６)
【鑑賞券】500円
【販 売】ゆう壱番街商店街各店
うみ
湖のまちフォーラム
※長浜文化芸術会館では「垂井町美
水と緑と人とのかかわりについて考
濃和歌会」(岐阜県・３日)、
「播州歌舞
えるフォーラムです。参加無料。
伎」(兵庫県・４日)の特別公演あり。
申
■ ゆう壱番街商店街振興組合 渡辺 【と き】10月28日(土)
午後１時〜３時30分
（1. 62３７７６)、川村(1. 62１００９)
【ところ】びわ文化学習センター
人工肛門・人工膀胱に関する
文化ホール(難波町)
講習会と研修会
・水生生物から観た姉川and高時川を語
○社会適応訓練講習会
ろう（西橋秀海氏・びわ南北小学生）
・ヨシについて語る(びわ中ＰＴＡ)
【と き】11月12日(日)午後１時
・ヨシ笛コンサート
など
【ところ】市民交流センター
問 長浜市びわ水環境を守る生活推進
■
【講 師】外科医師・WOC認定看護師
○ストーマケア研修会
協議会 上野(1. 72４００２)、前川
(1. 72２４５８)
【と き】11月19日(日)午前９時30分
【ところ】守山駅前コミュニティホール
講演会「子どもに、安心と自信を！」
【内 容】医師や看護師の講演
実技指導や体験談など
犯罪から身を守るため、お子さん自身
【対 象】病院･施設等に勤務する訪
が自信を持って行動できるようにする
問看護師、保健師、看護師
にはどうしたらいいかを考えます。
【定 員】40人(応募多数の場合調整)
【と き】10月22日(日)、11月26日
【受講料】無料
(日)のいずれも午後１時30分から
（教材費・昼食代として２千円要）
【ところ】びわ文化学習センター
【締切り】11月６日(月)
２階サークル活動室
問 (社)日本オストミー協会滋賀支部
【対 象】園児の保護者や希望者
■
【講 師】藤原幸子氏(CAPあい代表)
橋本(1・FAX. 63４８６７)
【参加費】500円
長浜北高校開放講座
【その他】託児あり(要予約)
西洋絵画の鑑賞 基礎知識
申 鮎の会伊藤・河毛(1 ０９０−３６
■
２７−１８５２、FAX. 72４０６２)
【と き】11月11日〜平成19年１月20
日の土曜日午前中。計７回。
おうみ市民活動屋台村2006
【ところ】長浜北高校ＣＡＩ教室
【対 象】18歳以上の人、経験不問
【と き】10月28日(土)29日(日)
【内 容】西洋絵画鑑賞の基礎知識
午前10時〜午後５時(29日は午後３時)
ルネサンスからピカソまで 【ところ】マキノ高原(高島市)
【定 員】20人(先着順)
・市民活動などの紹介ブースや発表
【申込方法】住所・氏名・年齢・電話番
・自然観察ウォーク、人形劇
号を明記し、往復はがきで
・ヨシ笛コンサートやフリーマーケット
【締切り】10月20日(金)
・ヨシ笛づくり体験
など
問 〒526-0847長浜市山階町352番
問 同実行委員会事務局《淡海ネット
■
■
地長浜北高校「開放講座係」( 1. 6 2
ワークセンター内》(1 ０７７−５２
０２３８)
４−８４４０)
古紙100％の再生紙を使用しています。

