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【と　き】３月13日(火)午前10時～

【ところ】長浜市民交流センター

【テーマ】「子育ては親育て人間育て」

～今、親にできること･･･言葉と心～

【講　師】阿部美代氏(カウンセラー)

【定　員】100人(先着順)

【託　児】30人(保険代として100円)

【締切り】３月９日(金)

■■申長浜市家庭教育推進協議会《市教

育委員会生涯学習課内》(1 . 65６５

５２、FAX .65４５８６)

日ごろ、仕事で忙しいお父さん。

お子さんと協力しながら、うどんづ

くりに挑戦してみませんか。

ご家庭で男女共同参画を考えていた

だくきっかけになればと思います。

【と　き】３月17日(土)午前10時～

【ところ】長浜市民交流センター

【対　象】市内在住または在勤のお

父さんと小学生以上の子

※おじいちゃんとお孫さんでも可

【定　員】12組(２人１組・先着順)

【メニュー】手打ちうどん

【材料費】１人あたり200円

【持ち物】エプロン、三角巾

【締切り】３月２日(金)

■■申市人権施策推進課(1 .65６５６０)

【と　き】３月12日(月)、13日(火)

19日(月)、20日(火)の全４日間

午前10時～午後４時

【ところ】長浜赤十字病院

【内　容】日常生活における介護と

病気予防など(実技あり)

【講　師】赤十字家庭看護法指導員

【定　員】20人(先着順)

【受講料】1,000円(教材費など)

【服　装】動きやすい服装

■■問日本赤十字社滋賀県支部(1０７
７－５２２－６７５８)

【日　程】４月28日～平成20年３月

22日の期間でいずれも土

曜日(全10回)

【会　場】県立文化産業交流会館

(米原市)

【内　容】生活習慣病の予防と治療

介護方法や薬の知識など

【定　員】120人(多数時抽選)

【申込期間】３月１日(木)～23日(金)

【申込方法】往復はがきで応募

■■問長浜赤十字病院総務課(1 . 63２１

１１)

不登校、ひきこもり、ニート、摂食

障害などのお子さんを持つ方、子育

て、嫁姑問題などでお悩みの方、ご

一緒に考えてみませんか。

【と　き】３月４日(日)

午前10時30分～午後４時15分

【ところ】ひこね市文化プラザ

【内　容】体験談発表やグループディ

スカッション、自律訓練法

【講　師】金盛浦子(臨床心理士)

【参加料】無料(申込み制)

■■申ＮＰＯ法人ＳＥＰＹ倶楽部(1０
３－３９４２－５００６)

子育て講演会

お父さんと子どものふれあい料理教室　
～お父さん、出番ですよ!!～　

“らくらく介護”学んでみませんか
赤十字家庭看護法介助員養成講習

赤十字県民大学　

ひとりで悩まないで　　　　　　
“全国親の会”彦根大会

【日　時】２月23日(金)

午後１時30分～３時

【会　場】勤労者福祉会館「臨湖」(港町)

【対象求人】湖北地域を就業地とする正

社員とパート求人

【内　容】求人に関する説明と面接

【入場料】無料、入退室自由

【持参物】面接に備え履歴書

■■問ハローワーク長浜(1 .62２０３０)

【と　き】２月24日(土)

午後１時30分から

【ところ】六角館(勝町)

○オープニング

コーラス「浅井グリーンコール」

○事例発表

・米原公民館のＮＰＯによる運営

NPO法人FIELD専務　高見啓一氏

・上丹生地区のまちづくり活動

上丹生まちづくり実行委員会　吉田英治氏

○生涯学習栄誉市民表彰、市民学芸員認定

○ながはま楽習塾作品展

■■問市教育委員会生涯学習課(1 . 65６

５５２)

【と　き】３月18日(日)

午前10時30分～午後４時

【ところ】長浜市民会館

【出　演】湖北地域の器楽団体中心

【特別出演】湖北オーケストラ

(湖北の音楽活動者で結成)

【入場料】300円(中学生以下無料)

※全席自由席

【販売所】長浜市民会館、長浜文化

芸術会館、リュートプラザ、浅井文

化ホール、市教育委員会生涯学習課

(当日の会場でも販売・同じ価格)

■■問市教育委員会生涯学習課(1 . 65６

５５２)

日ごろ介護を行っている方同士の情

報交換と心身のリフレッシュ。

【と　き】３月２日(金)

午前10時30分～

午後２時30分

【ところ】長浜市社会福祉センター

【対　象】市内にお住まいで、在宅

で介護をしている方

【定　員】40人(先着順)

【参加費】500円(昼食代)

【締切り】２月28日(水)

■■問市社会福祉協議会(1 .62１８０４)

いずれも県立文化産業交流会館(米

原市)で。

○狂言って何？いま古典がおもしろい
【と　き】３月４日(日)午後１時～

【出　演】大蔵流狂言師　網谷正美氏

狂言グループいかめ会など

【入場料】25歳未満・65歳以上：

1,000円

一般：1,500円

○ぶんさんワクワク寄席＋キッズ落語
【と　き】３月18日(日)午後２時～

【内　容】落語家による古典落語、大

喜利、キッズ落語の公演

【入場料】25歳未満・65歳以上：

1,000円

一般：1,500円

○キッズ落語体験ワンダーランド
【日　程】午後５時30分～７時

・Ａグループ：３月６日(火)、13日(火)

・Ｂグループ：３月８日(木)、15日(木)

【対　象】小中学生(高校生は応相談)

【定　員】各グループ10人(先着順)

【参加費】無料

■■問 (財)滋賀県文化振興事業団(1 . 52５

１１１)

【と　き】３月９日(金)、10日(土)

午前10時～午後４時

【ところ】滋賀職業能力開発短期大

学校(近江八幡市)

【内　容】学生の研究発表や作品展示

《ものづくり教室》※無料・要申込

《対　象》中高校生

《内　容》エコエンジン、家づくり

体験、ロボット組立など

■■■問滋賀職業能力開発短期大学校(1

０７４８－３１－２２５０)

【と　き】３月１日(木)午後６時

【ところ】市立長浜病院２階講堂

【演　題】「マルチスライスＣＴと心

疾患」

【講　師】林 優氏

(市立長浜病院循環器部長)

■■問市立長浜病院医療社会相談室

(1 .65２７２０)

【と　き】３月３日(土)

午後１時30分から

【ところ】勤労者福祉会館「臨湖」

(港町)

【講　演】「近江のからくりと

人形芝居」

【講　師】山田和人氏

(同志社大学文学部教授)

【受講料】300円(資料代)

○冨田人形共遊団の人形遣い実演

■■問市教育委員会歴史文化課(1 . 65５

９８８)

【と　き】３月３日(土)午前10時～

【ところ】サンサンランド会議室

(地福寺町)

【対　象】子育て中の方や絵本や紙

芝居に関心がある方

【講　演】村田はるみ氏

「おはなしを親子で楽しみましょう」

～絵本や紙芝居で子どもの

豊かな心育て～

【定　員】30人(先着順)

【託　児】先着15人

(おやつ代・保険代で100円)

【締切り】３月１日(木)

■■申長浜地域子育て支援センター

(1 .62３７１２)

ハローワーク長浜合同選考会

生涯学習推進のつどい

在宅介護者のつどい　

県立文化産業交流会館　　　　　
「青少年のための舞台公演」

ポリテックビジョン滋賀2007

みんなでconcerto
～長浜音楽祭2007(春)～　

生涯教育研修会

長浜の文化財を探る講演会　　　
「冨田人形を知る」

絵本セミナー

催　し 講演・講座 

昨年の長浜音楽祭

湖岸でヨシをそだてよう！
午前９時～10時30分

琵琶湖の水質浄化や、魚・水鳥の
すみかの役割をしている「ヨシ」の
苗を植栽しよう。
【場　所】長浜港湾周辺

(臨湖前集合)
【持ち物】軍手、長ぐつ
【定　員】50人
【申込み】市環境保全課

①講演会

「水環境にやさしい暮らし方」
午後２時～４時40分

ＮＨＫ朝の連続テレビ小説などでお
なじみのイーデス・ハンソン氏を迎
え、世界遺産「熊野古道」が通う和歌
山県田辺市中辺路町の暮らしを例に環
境配慮型ライフスタイルを提案。

②早崎ビオトープの活動発表
③ＴＨＡＮＫＹＯＵアメニティ表彰式
※入場整理券を市施設等で配布

ビアンカに乗って環境学習

ふるさとの自然を
考える親子の集い

【と　き】３月21日(祝)
午前９時～午後１時30分
※午前９時に長浜港集合

琵琶湖の水、竹生島の緑とカワウの
現状などを観察しながら、ふるさと
の自然について考えてみませんか。

水環境展示会

【と　き】３月18日(日)～25日(日)
【ところ】長浜文化芸術会館
【内　容】早崎ビオトープや長浜市水

生生物少年少女調査隊など
のパネル展

お問合せは、市環境保全課(7X６５１３、FAXX６５７１)
長浜ロータリークラブ事務局(7V３５００)へ。

お問合せは、長浜東ロータリーク
ラブ事務局(7V３５００)へ。

お問合せは、長浜ロータリークラ
ブ事務局(7V３５００)へ。
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環 境 に や さ し い 日
３月21日(祝)市では、春分の日を「環境にやさしい日」と定めています。

この日を機会に、地域の環境について考えてみませんか。
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