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不用品交換情報（12月10日現在）
あげます（無料）
○子どもチャレンジビデオテープ
○ベビーカー○男物ズボン○食器棚
○４点灯蛍光ランプ

ください（無料）
○ホームベーカリー○レゴブロック
○婦人用自転車○子ども用三輪車
○折りたたみベッド○子ども用自転車
○電子レンジ○二槽式洗濯機
○キーボード○14型テレビ○餅つき機

ゆずります（有料）
○双子用ベビーカー○エレクトーン
○スチール机・イス○電子オルガン
○２人乗り子ども用ブランコ○冷蔵庫
○カシオプリン写ル○全自動洗濯機
○スタッドレスタイヤ○炊飯器
○電動タイプライター○21型テレビ

ゆずってください（有料）
○エアーコンプレッサー○卓球台
○ホームベーカリー○ノートパソコン
○子ども用自転車○スキー用ブーツ
○子ども用スキーセット○29型テレビ
○全自動洗濯機
■問エコハウス（1V４０６０）※月曜休

１月８日(月)午前９時から、長浜文
化芸術会館で表彰式を、午前10時30
分から豊公園自由広場で出初式を行
います。
■問湖北地域消防本部長浜消防署
（7U０４４４)

毎月第２土曜日は一般消費者に開放
【と　き】１月13日(土)

午前11時～午後２時
【ところ】長浜地方卸売市場
・新春もちつき大会開催(12:00～)
・お年玉半額セール開催(13:00～)
・福引抽選会(空クジなし)
・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）

【と　き】１月16日(火)
午後６時30分～８時30分

【ところ】六角館２階レクチャールー
ム（勝町）

【内　容】心の病気とその予防について
～心も体も健康な生活を送るために～
※講演後、先生を囲んでの座談会あり
【講　師】小泉昭夫氏
（京都大学大学院医学研究科教授）
【参加料】無料
■問市健康推進課（7X７７７９)

学校給食のことを児童・生徒だけ
でなく、地域のみなさんにも理解し
ていただくために開催していますの
で、ぜひお越しください。

ーツの森（早崎町）
【内　容】奥びわスポーツの森付近の

湖岸と西池(池奥町)の２か
所をバスでめぐり、冬の水
鳥を観察します。

【対　象】どなたでも（小学生以下は
保護者同伴）

【持ち物】暖かい服装、雨具、あれば
双眼鏡

【定　員】先着45人
【参加費】無料
■申市環境保全課（7X６５１３）

ジョン・レノンのメッセージを通
して愛と平和を考え、「今ここ」にお
けるわたしの生き方を振り返る。
【と　き】２月10日（土）

午後２時～４時
【ところ】長浜文化芸術会館１階

学習集会室
【講　師】石田法雄 放送大学客員教

授(滋賀県立大学教授)
【対　象】一般、放送大学生
【定　員】50人(先着順)※申込不要
【料　金】無料
■問放送大学滋賀学習センター（7077-
545-0362、http://www.u-air.ac.jp）

【と　き】２月16日(金)
午後１時30分～３時30分

【ところ】長浜商工会議所
【定　員】20人(先着順)※受講無料
【申込方法】前日までに電話,FAX,Eメー

ルで住所、氏名、年齢、電
話番号をお知らせください。

※セミナー終了後個別相談会実施
■申 (社)滋賀県雇用開発協会
滋賀高齢期雇用就業支援コーナー
（7077-527-2201、FAX077-527-
2230、Eﾒｰﾙ koureiki@ex.biwa.ne.jp)

【と　き】１月16日(火)
～２月15日(木)

【ところ】
長浜文化芸術会館 1/16(火)～1/24(水)
びわ図書館　1/26(金)～2/4(日)
浅井図書館　2/6(火)～2/15(木)
・学校給食の役割や歴史の紹介
・各年代の献立のレプリカ展示
・学校給食の献立やレシピの紹介
・クイズコーナー
■問市教育委員会学校教育課（7X６５
５１)

【と　き】１月20日（土）
午前９時～正午

【ところ】早崎内湖ビオトープ
【対　象】小学校以上（少学生は保護

者同伴）
【参加費】300円（中学生以下無料）
【日　程】 9:00 受付

9:30 開会、水鳥の説明
10:30 冬鳥観察
12:00 閉会

■申早崎内湖再生協議会事務局《びわ
支所地域振興課内》（7_５２５２）

【と　き】１月20日(土)午後１時
【ところ】長浜市民交流センター

（地福寺町）
【内　容】読み聞かせグループによる

発表会と人形劇師丹下進氏
による講話など

【対　象】読み聞かせグループ員、読み
聞かせ活動に興味のある人

■問市教育委員会生涯学習課（7X６
５５２）

【と　き】２月４日(日)
午前９時～正午

【集合場所】８時50分までに奥びわスポ

長浜支部消防出初式

きゃんせ土曜市
冬の水鳥観察会 in 早崎内湖ビオトープ

職業生活設計セミナー
～老齢年金の基礎編～

読み聞かせ研修会

長浜環境塾「冬の水鳥観察会」

京都大学健康マンスリー講座

放送大学特別講義　　　　　
ジョン・レノン～愛と平和～

長浜市学校給食展　

催し・行事

情　報

ＢＢＣの新番組『ときめき滋賀’Ｓ』が１月からスタート
初回は長浜市から２時間生放送！
【放送日時】１月27日（土）11時30分～
【中継場所】慶雲館、曳山博物館など（予定）
【出 演 者】原田伸郎（メインパーソナリティ）ほか

長浜の“ときめき”と“元気”を発信

厚生労働省が担当する政策につい
ての具体的なご意見やご要望など報
告いただける人を募集します。
【応募資格】20歳(平成19年４月１日現

在)以上の日本国民
(公務員や経験者などを除く)

【謝礼金】報告書１件(800字程度)に
つき2,000円(予定)

【委嘱期間】平成19年４月１日
～平成20年３月31日

【応募方法】氏名、性別、生年月日、年
齢、住所、電話番号、職業、
勤務先、最終学歴、モニタ
ー経験の有無、きっかけ、
抱負を記入の上、はがき、
FAX、Eメールで

【応募期間】１月５日(金)～17日(水)
※当日消印有効

■問厚生労働省大臣官房総務課広報室
（703-5253-1111、FAX03-3539-
2394 Eﾒｰﾙ monitabosyu@mhlw.go.jp)

【応募資格】県内在住の満20歳以上の人
(平成19年４月１日現在)

※議員や公務員、行政相談員、他の
公共団体のモニター予定者、平成
17・18年度県政モニター経験者は
除く

【募集人数】100人
【委嘱期間】平成19年４月(委嘱日)

～平成21年３月31日
【応募方法】応募用紙を郵送、FAX、Eﾒ

ｰﾙで
【締切り】１月26日(金)消印有効
■問〒520-8577滋賀県広報課（7077-
528-3046,FAX077-528-4804)

地元産のお米と大豆に真心をくわ
えてつくるオリジナル田舎みそはい
かがですか。
【加工期間】１月中旬から順次
【申込方法】申込書を産直びわまで
【受付締切】２月28日(水)
【加工料】１升あたり　　1,100円

（こうじのみ　 550円）
■問■申産直びわみずべの里（7_５２
１２）

冨田人形共遊団では、「人形遣い」
のメンバーを募集しています。人形
浄瑠璃に興味のある人で、週２～３
回、冨田人形会館で行っているけい
こに参加できる人を歓迎します。
年齢や性別は問いませんが、体力

に自信のある人で、平素の公演に参
加できることが条件です。
■問 阿部秀彦団長宅(7_２０８２)、
びわ教育分室(7_４３００)

【と　き】１月28日(日)～３月26日(月)
のうち10回、時間帯不定、
初回は10時から

【ところ】六角館(勝町)※3/26は長浜
市民交流センター

【対　象】小学校１年生～中学校３年生
【受講料】無料
【内　容】剣舞演題「川中島」、歌謡

舞演題「ふるさと」の演
舞取得

■申西邑正光宅（7U２４４１)

【と　き】１月９日(火)
午前10時～午後２時
１月20日(土)
午後１時～午後４時

【ところ】長浜市民交流センター
相談室(地福寺町)

【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(7X６５５６・
平日・専用ダイヤル)、長浜市民交流
センター(7X３３６６・土日)

１月10日は､「110番の日」です。
110番は、みなさんのまわりで起こ
った事件や事故などを、早く警察に
通報していただくための「緊急専用
電話」です。事件や事故などを見た
り聞いたりしたときは、すぐ110番
してください。みなさんの素早い
110番が、事件を早く解決する第一
歩です。
◆通報時は落ち着いて次の要領で
①何があったのか…
交通事故、盗難、けんかなど

②どこで…場所、目印、目標物など
③いつ…発生時間
④犯人は…人数、特徴、車の番号・

塗色、逃走方向など
⑤今の状況は…事件・事故の概要等
⑥あなたは…住所、氏名、電話番号、

事件事故との関係
※いたずらや遊びで110番をかけな
いでください。

緊急以外の相談は、（7＃９１１０）
長浜警察署（7U０１１０）へ。

女性の悩み相談

110番　地域を守る　ホットライン

みそ加工を引き受けます　

厚生労働行政モニター募集

県政モニター募集
～あなたの声を県に届けてください～

人形をあやつってみませんか　
冨田人形メンバー募集

伝統文化剣舞歌謡舞子ども教室　
参加者募集　

情　報

相　　談

いきいき市民活動

納付カレンダー
市・県民税　　　　 第４期
国民健康保険料　　 第８期
介護保険料　　　　 第８期

募　　集

携帯電話のメールで防犯・防災情報を

安全・安心メール配信中
登録は次のアドレスに空メールを
送信して手続きをしてください

防犯情報：nagaml.bouhan@mpme.jp
防災情報：nagaml.bousai@mpme.jp
クマ情報：nagaml.kumaetc@mpme.jp
※詳しくは広報きゃんせ長浜11月15号
または市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しています


