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催し・行事
地域医療実践研修会兼生涯教育研修会
【と き】12月７日(木)午後６時
【ところ】市立長浜病院２階講堂
【テーマ】
「末期がん患者の在宅ホスピスケア」
−在宅ケアが難しい症例とは−
【講 師】川越 厚氏
（ホームケアクリニック川越院長）
問 市立長浜病院医療社会相談室（7X
■
２７２０）

きゃんせ土曜市
毎月第２土曜日は一般消費者に開放
【と き】12月９日(土)
午前11時〜午後２時
【ところ】長浜地方卸売市場
・歳末半額セール開催！
・三角スピードくじ抽選会(300名限定)
・福引抽選会(空くじなし)
・うどん、そば、カレーライスなど
の実食コーナーあり
問 長浜地方卸売市場関連店舗活性化
■
実行委員会（7V４０００）

シニア・男の方のための料理教室
【と

き】12月15日(金)
午前９時30分
【ところ】長浜市民交流センター
調理実習室
【対 象】市内の55歳以上の人
【内 容】おせち料理に挑戦
【持ち物】エプロン、三角巾
【定 員】30人(先着順)
【受講料】無料
【締切り】12月11日(月)
申 Y 長浜市シルバー人材センター
■
（7X３３６７、FAXX６０５６）

フィールドアートフェスティバル2006
マーチングバンド、チアリーディン
グ、よさこいなど、様々なジャンル

の団体が一同に会し、披露します。
【期 間】平成19年１月９日(火)〜３
【と き】12月17日(日)午後２時
月23日(金)の平日
【ところ】県立文化産業交流会館
【会 場】ミシガン日本センター
イベントホール(米原市)
（彦根市松原町）
【前売料金】一般800円、18歳以下500円
○テーマ別コース・夜間コース
※全席自由、当日は200円増し
(週２〜４時間、40,000〜80,000円)
【発売所】文化産業交流会館など
○集中コース
※入寮可
問 県立文化産業交流会館（7K５１１
■
(月〜金曜日・週10時間、135,000円)
１、http://www.shiga-bunshin.or.jp/bunsan） 【締切り】12月13日(水)
申 ミシガン日本センター（70749■
26-3400、http://www.jcmu.net）

京都大学健康マンスリー講座

【と

き】12月19日(火)
午後６時〜８時
【ところ】六角館２階レクチャールー
ム(勝町)
【内 容】たばこと健康について
〜たばこの害から身を守るために〜
※講演後、先生を囲んでの座談会あり
【講 師】中山健夫氏
（京都大学大学院医学研究科教授）
【参加料】無料
申 市健康推進課（7X７７７９）
■

福祉の職場説明会
【と

き】１月17日(水)
午後１時〜４時
【ところ】大津プリンスホテル
【対 象】福祉の職場に就職希望の人
(大学、短大、専門学校生含む)
【内 容】社会福祉施設などとの個別
面接、福祉の就職総合相談
申 滋賀県社会福祉協議会滋賀県福祉
■
人材・研修センター（7０７７−５
６７−３９２５)

募

アフラック （アメリカンファミリー）
サービスショップ

7０１２０−
８６−１０５５
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放送大学４月入学生募集
〜家庭で大学の授業を〜

テレビ・ラジオで授業を行う通信制
の大学です。さまざまな年代や職業
の人たちのニーズに応える約370科
目から、気軽に学んでいただけます。
【受講対象】15歳以上の人
※大学卒業資格も取得できます。
【授業料】１科目11,000円
（大学院は22,000円）
ミシガン日本センター英語講座
※教材費込・入学料別
アメリカ人教官のていねいな指導で、 【出願受付】12月15日〜２月15日
申 放送大学滋賀学習センター
■
生きた英語が学べます。コースによ
り、留学生とルームメートとして暮 （7077-545-0362、http://www.uair.ac.jp)
らしながら受講できます。

長浜市役所信号角

生命保険について、何でも
お気軽にご相談下さい。

若年求職者対象パソコン講習会
○ワード基礎コース
１月16日(火)〜18(木)
○エクセル基礎コース
１月23日(火)〜25日(木)
いずれも午前９時30分〜午後３時30分
【対 象】３日間とも参加できる30歳
未満の求職者
【会 場】湖南地域職業訓練センター
(草津市)
【定 員】各15人(多数の場合抽選)
【受講料】無料
【締切り】12月25日(月)必着
申 〒520-0051 大津市梅林1-3-10
■
滋賀ビル５階ヤングジョブセンター
滋賀内滋賀県ジョブ倶楽部（7０７
７−５２１−０６００)

集

12月１日〜31日は年末の交通安全県民運動
①飲酒運転の根絶
②高齢者の交通事故防止
③シートベルト、チャイルドシートの着用徹底

歳末特別警戒中
−事件・事故に今一度ご注意を−
長浜市防犯自治会では、歳末特別警戒を行っています。
街頭啓発：12月14日(木)午後５時〜６時30分に
長浜駅前、市内大型量販店などで

相

談

女性の悩み相談
【と

き】12月５日(毎月第１火曜日)
午前10時〜午後２時
12月16日(毎月第３土曜日)
午後１時〜午後４時
【ところ】長浜市民交流センター
【相談員】下地久美子さん(臨床心理士)
【その他】相談無料。要予約。
※託児(要予約)あり。秘密厳守。
申 市人権施策推進課（7 X ６５５
■
６・平日・専用ダイヤル)、長浜市民
交流センター(7X３３６６・土日)

合唱団「輝らりキッズ」定期演奏会
【と

き】12月10日(日)
午後２時30分開演
【ところ】リュートプラザ大ホール
（難波町）
【入場料】高校生以上 500円
中学生以下 200円
問 合唱団「輝らりキッズ」事務局
■
《市教育委員会生涯学習課内》（7X
６５５２)

サロンへお気軽にお越しください

「病院を退院しても行くところがな
い」「家ですることもない」「誰かと
話したい」と思っているあなたの参
加をお待ちしています。
家族相談員や看護職に相談可。
【と き】毎週月曜日
よろず相談
午前９時30分〜午後４時
毎週月・火・水・金曜日は午後１時 【ところ】保健センター分室２階
〜４時に、毎週木曜日は午前10時〜
（長浜市民会館北へ100ｍ）
正午に、社会福祉センター（高田町） 【費 用】無料(飲食代等は個人負担)
で。相談無料。
問 市社会福祉協議会（7U１８０４)
■

労働に関する悩みごと相談
「賃金を払ってもらえない」「休暇を
取らせてもらえない」「就業規則を見
直したい」など、労働に関する悩み
ごと相談窓口です。秘密厳守。
労働相談ダイヤル(無料)
０１２０−９６７１６４
【対 象】労働者、事業主
【相談時間】平日：午前９時〜午後８時
祝日：午後５時〜午後８時
土日：午前９時〜午後３時
◆面談希望の方は次の相談所へ
平日：彦根中小企業労働相談所
（7０７４９−２３−２０６４）
平日夕方・土日：滋賀県休日労働相談所
（7０７７−５６４−２０３０）
問 県労政能力開発課(7０７７−５２
■
８−３７５１)

いきいき市民活動
おはなしフェスティバル
【と き】12月17日(日)午後１時
【ところ】リュートプラザ文化ホール
（難波町・びわ支所西隣り）
【内 容】冬のおはなしやクリスマスを
題材にした絵本の朗読など
【入場料】無料
問 朗読びわ 藤田（7_４３３２)
■

報

問 精神障害者および家族会「萌黄の
■
会」事務局《長浜保健所内》(7X６
６１０)

あなたもサンタになりませんか
ボランティアスタッフ募集
クリスマスイヴの夜、サンタクロー
スになって、応募のあったお子さん
がいる家庭へ、一緒にプレゼントを
配っていただけるボランティアスタ
ッフを募集します。
【と き】12月24日(日)
午後５時から
【対 象】18歳以上の人
【締切り】12月８日(金)
申 長浜ロータリークラブ事務所《北
■
ビワコホテルグラツィエ別館》(7V
３５００)

納付カレンダー
固定資産税
国民健康保険料
介護保険料

第４期
第７期
第７期

不用品交換情報 (11月10日現在)
物を処分するとき、まだ使えると思いながらも、捨てていませんか。
あなたが捨てようとしている物は、誰かが必要としているかもしれませ
ん。必要としている人に譲ることができれば、ごみを減らし、資源の有効
利用ができます。
不用品交換情報では、無料の「あげます」「ください」、有料の「ゆずり
ます」「ゆずってください」の４種類で情報を受付、提供しています。お気
軽にご利用ください。
※ここは情報交換の場で、品物の確認や受け渡しは当人同士で行っていた
だきます。不用品の預かりなどは行っていませんので、ご注意ください。
お問合せ、受付は、エコハウス(7V４０６０・小堀町・月曜日休館)

○パイプ折りたたみベッド○米収納缶
○組立て式ベッド２台○ベビーベッド
○ベビーチェア○かたかた(おもちゃ)
○ガスストーブ○ガス湯沸かし器

○卓球台(ネットなし)○Ｂ型ベビーカー
○ワイドダブルベッド○全自動洗濯機
○座敷机(コンロ付)○ベビータンス
○スキーセット○スノーボード用靴
○木製ダブルベッド○乳母車○座椅子

ください（無料）

ゆずってください（有料）

○男の子用服○おもちゃのベビーカー
○女の子用補助輪付自転車○婦人服
○犬のハウス(室内用)○女の子用自転車
○男の子用ベビー服○二層式洗濯機
○パソコン用テーブル○電気あんま機
○クリスマスツリーセット○掃除機
○バギーカー○14型テレビ○ソファ
○ソファベッド○ホットカーペット
○ガス用ストーブ○食器棚

○パソコン○婦人用自転車(子ども乗せ付)
○男の子用スキーウェア○婦人用自転車
○サイドテーブル○カラーボックス
○ベビータンス○ジュニアシート
○洋服タンス○スチールラック○イス
○キャビネット○親子電話○ロッカー
○プリンター○下駄箱○会議テーブル
○大型冷蔵庫○食卓テーブル＆イス
○スキャナー○卓球台○本棚○冷蔵庫
○2人乗り子ども用ブランコ○炊飯器
○スタッドレスタイヤ○学習机
○テレビ(20型以上)○全自動洗濯機

あげます（無料）

ゆずります（有料）
○掃除機(モップ型)○チャイルドシート
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