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現在お持ちの国民健康保険高齢受給
者証の有効期限は７月31日までです。
８月１日以降にご使用いただく受給
者証(浅黄色)は、７月20日以降に送付
します。現在お使いの受給者証は、
８月になったら、各自で確実に破棄
してください。
高齢受給者証は70歳から74歳までの
老人保健医療受給者でない方を対象
に交付される証です。老人保健の医
療受給者証(白色)をお持ちの方につい
ては、負担割合が変更になる方以外
は現在お持ちの受給者証を引き続き
お使いいただけます。
■■問保険医療課(1.65６５１２)
浅井支所市民福祉課(1.74４３５３)
びわ支所市民福祉課1.72５２５３)

借金があり悩んでいるが誰にも相談
できずに困っている方や、借金返済
のため借金を繰り返し多重債務で困
っている方、１人で悩まず気軽にご
相談ください。
■■問長浜市消費生活相談窓口(環境保全
課内1.65６５６７)平日９～16時

児童文化センターでは、子どもたち
が少しでも安全に遊べるように、夏
休み期間中は、年齢ごとに利用時間
を設定しますのでご協力ください。
【実施期間】７月20日(金)～８月31日(金)
【時間区分】乳幼児は保護者同伴
乳　幼　児：９時～12時45分
小学生以上：13時～16時45分
■■問児童文化センター(1 .65６４３３)

水稲病害虫防除を下記のとおり行い
ます。散布区域のみなさんにはご迷
惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。(天候等で日程変更あり)
○長浜地域(地上防除)
７月22日(日)、８月５日(日)、19
日(日)の午前５時頃～７時頃

○浅井地域(無人ヘリ防除)
８月上旬頃の早朝～10時頃

○びわ地域
無人ヘリ防除：７月31日(火)～８
月３日(金)の午前５時～10時頃
集落協定防除：７月28日(土)～８
月６日(月)の早朝～10時頃

■■問各地域病害虫防除協議会事務局、
長浜・びわ地区(農林水産課内1.65

６５２２)、浅井地区(北びわこ農
協浅井事務所内1.74０００２)

近頃、仏像・掛け軸など貴重な文化
資料の盗難が相次いでいます。被害
に遭わないよう、施錠設備の再点検
や定期的な見回り等、文化資料の管
理に十分ご注意ください。
■■問文化財保護センター(1.64０３９５)

自治会を対象に備品の購入費を助成
します。(限度額10万円)
【助成額】備品購入費の４分の３
【締切り】７月31日(火)
【対象数】10自治会(多数の場合、過

去に配分を受けていない
自治会から抽選で決定)

■■申社会福祉協議会(1 .62１８０４)

文化財が数多く残る竹生島をもっと
知っていただくため、市民限定で乗
船料が特別優待されます。
【対　象】長浜市民(住所を証明でき

るものを持参ください)
【期　間】７月21日(土)～９月２日(日)
【運行時間】９時～15時15分までの毎便

※各便先着20名(要予約)
【料　金】大人1,800円小学生900円

(拝観料込み)※長浜港発着
※通常：大人3,380円小学生1,800円
共催：(社)長浜観光協会
■■申琵琶湖汽船長浜支社(1.62３３９０）

８月１日からは新しい国民健
康保険高齢受給者証で受診を

消費生活相談窓口

児童文化センター(ｻﾝｻﾝﾗﾝﾄﾞ) 
夏休み期間中の利用時間

水稲病害虫防除にご協力を

注意！文化財の盗難事故多発

ふれあい備品購入助成

竹生島　長浜市民クルーズ07

お知らせ 

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
市では、市民のみなさんに市政に対する理解と信

頼を深めていただくため、情報公開条例と個人情報
保護条例を制定し、市が保有する公文書をみなさん
からの請求に応じて公開しています。
昨年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日)の

情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況は右の
とおりです。
また、市議会の議案書や議事録、統計書等の行政

資料をみなさんに見ていただけるよう、市役所本館
の１階に市政情報コーナーを設けていますのでご利
用ください。

お問合せは、総務課(7X６５０３)へ。

■平成18年度 情報公開条例の運用状況
①公文書の公開請求の件数 25件
②公文書の公開請求に関する決定状況
公開　 ９件　部分公開　13件　非公開 ０件
不存在 ５件　取下げ　　１件
③不服申立ての件数 １件(認容１件)
④市政情報コーナー複写機の利用枚数　 8,175件
※一つの請求が複数の所属にまたがり、それぞれの所属ごとに決
定を行ったものがあるため請求件数と決定件数は一致しません。
■平成18年度 個人情報保護条例の運用状況
①個人情報の開示請求等の件数　 28件
②個人情報の開示請求等に関する決定状況
開示　 22件　部分開示　４件
不訂正　 ０件　不開示　　２件
③不服申立ての件数　 ０件

７月15日(日)～24日(火)は夏の交通安全県民運動
夏はレジャーの季節として出かける機会が多くなり、交通量が増え
ます。また、夏休みで子どもも自転車に乗る機会が増えますので、
いつも以上に注意深く、余裕をもって安全運転に心がけましょう。

①子どもと高齢者の交通事故防止
②飲酒、暴走等悪質・危険運動の根絶
③後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
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【と　き】８月１日(水)

勤労者総合福祉センター

「臨湖」前に８時50分集合

【内　容】琵琶湖岸の空き缶拾い

※事前申込不要

■■問長浜市消費学習研究会事務局(環

境保全課内1 .65６５１３)

牛乳パックを使ってオリジナル作

品を作ってみませんか。

【対　象】市内の小学生

【部　門】小学生低学年・中学年・

高学年の３部門

【応募条件】必ず牛乳パックを使うこと

たて50cm、よこ50cm、高さ50cm以内

未発表作品で１人(グループ)１点まで

【表　彰】部門ごとに入賞者を表彰

【応募期間】９月３日(月)～20日(木)

【応募方法】市施設等にある応募用紙

に作品の写真を貼って下記まで送

付してください。※この時点で作

品の提出は必要ありません。

■問環境保全課(1.65６５１３) 

姉妹都市のドイツ・アウグスブル

ク市からこの秋来訪される中高生

をホームステイ先として受け入れ

ていただける方を募集します。

【受入期間】９月12日～15日(３泊４日)

【来訪人数】約20人

【募集数】10ファミリー程度

※２～３人１組の受入を基本としま

すが、１人の受入も募集します。

【締切り】８月31日(金)

■問企画調整課(1 .65６５０５)

夏休み車いす体験
【と　き】８月８日(水)９時30分～

【ところ】ジャスコ長浜店

【対　象】小学４～６年生

【定　員】40人(先着順)※親子参加可

【参加料】無料

■■申社会福祉協議会浅井支所

(1 .74８２００)

夏野菜カレーをつくろう！
【と　き】８月４日(土)

９時30分～12時30分

【ところ】六荘公民館

【対　象】４～10歳の子どもと保護者

【定　員】15組(先着順)

【参加費】大人500円(子ども無料)

【申込方法】電話(18時以降)で下記ま

でお申込みください。

■申食育ながはま元気っ子の会(担当

村田氏1 .62１３８５)

【と　き】８月20日(月)10時～13時

【ところ】滋賀県調理短期大学校

【講　師】古沢みどり氏

【内　容】ザル風五目そうめん等

【対　象】小中学生(保護者同伴可)・

高校生

【定　員】25人(先着順)

【参加費】無料

【締切り】８月10日(金)

■■申長浜調理師会(1・FAX.63３３６４)

【と　き】８月23日～10月11日の毎

週木曜日19時30分から(全８回)

【ところ】浅井文化スポーツ公園

【内　容】日本体育協会公認指導員に

よるテニス基本の指導等

【対　象】市内在住または在勤の中

学生以上の人

【定　員】30人(先着順)
※20人に満たない場合は中止

【参加料】5,000円(初日持参)

■申生涯学習スポーツ課(1 .65８７８７)

ロウ書きで楽しむ書表現
【と　き】９月23日・30日、10月14日、

11月18日・25日、12月９日

※13時から３時間程度

【内　容】現代文や一字創作などを自

分だけの表現で書作品に

【定　員】20人(先着順)

【受講料】2,000円(中学生以下無料)

【教材費】3,000円(受講者全員)

【申込期間】８月１日(水)～24日(金)

■■申県立伊吹高等学校(1 .55２３５０）

【と　き】８月９日(木)13時30分～

【ところ】湖北医師会館(宮司町)

【講　師】長浜赤十字病院

形成外科部長 黒川正人氏

【参加費】無料

■■問湖北医師会(1 .62１１０１)

【と　き】９月14日(金)・21日(金)

13時30分～15時30分

【ところ】長浜西部福祉ステーション

【内　容】認知症予防についての講義、

音楽療法の体験

【対　象】旧長浜地区(第１～９連合)

にお住まいの60～75歳の

人で２回とも受講できる人

【定　員】40人(先着順)

【申込期間】８月１日(水)～31日(金)

■■申健康推進課(1 .65７７７９)

平成19年度の講座受付中
【屋内コース】

土砂災害とは？、土砂災害が起き

たらどうすればいいの？等をプロ

ジェクターを使って説明します。

【屋外コース】

現地で「砂防えん堤」や「よう壁

工」などを見ながら砂防施設の役

割等をわかりやすく説明します。

【対　象】小中学生および教職員、災

害時要援護者施設の職員、

自主防犯組織、自治会等

■■申県砂防課(1077-528-4191)

空き缶キャンペーン参加者募集

リサイクル工作コンテスト　　

ホストファミリー募集

ジュニアボランティア講座　

夏休み親子料理教室

ふるさと料理講習会

テニス教室

伊吹高等学校開放講座

健康講演会『シミ・アザの治療』

脳いきいきトレーニング講座

さぼう出前講座

募　集 

講演・講座 

【と　き】９月２日(日)13時30分～(開場：13時)
【ところ】市民交流センターふれあいホール
【講　師】笠井信輔氏

(フジテレビアナウンサー)
【演　題】「息子３人 アナウンサー・記者夫婦

奮闘物語」
【入場料】無料(要申込)
【その他】託児(要申込)、手話通訳・要約筆記あり

■■申人権施策推進課(7X６５６０)

男と女のパートナーフォーラムは～とふるフェスタ

夏休み自由研究～むかしなつかし～
のりものおもちゃ展

【と　き】７月28日(土)～９月２日(日)

９時30分～17時

【内　容】明治・大正・昭和の懐か

しい乗りものおもちゃの

展示、おもちゃで遊べる

体験コーナー、おもちゃ

クイズ

【入館料】大人300円 小中学生100円

★Ｎ700系グッズもあり

■問観光振興課(1 .65６５２１)

絵本原画と作品展
【と　き】７月29日(日)～８月12日(日)

９時～17時

【ところ】長浜文化芸術会館

【内 容】絵本原画等の特別展示、

子どものための図書コー

ナー、人形劇の上演等

【入場料】一般400円小中学生200円

■問県立文化産業交流会館

(1 .52５１１１)

米川支流で川あそび！
【と　き】８月４日(土)

12時30分までに、市営中

央駐車場(大宮町)に集合。

【内　容】いかだ遊び、魚つかみ、

水生生物調査等

【対　象】どなたでも

【その他】参加料無料、申込不要

※綿菓子・ポップコーンのサービスあり

■問米川支流環境づくり協議会事務

局(環境保全課内1 .65６５１３)

夏休み車いす体験
【と　き】８月４日(土)13時30分開演

【ところ】びわ文化学習センター(リ

ュートプラザ)

【演　目】傾城阿波の鳴門、艶姿女

舞衣、壷坂観音霊験記、

伊達娘恋緋鹿子 他

※アメリカからやってきた留学生に

よる人形遣い、太夫、三味線もお

楽しみに。

【入場料】2,000円

■問びわ文化学習センター

(1 .72５２５７)

夜景と花火が楽しめる！
長浜・北びわ湖大花火大会当日、ク

リスタルプラザ展望研修棟６・７階

を無料開放します。申込不要。

【と　き】８月５日(日)18時～21時

■問湖北広域行政事務センター

(1 .62７１４３)

【と　き】８月４日(土)※雨天決行

７時30分～９時30分

【ところ】長浜地方卸売市場

【内　容】卸売場・セリ場などの見

学、うなぎのつかみどり

体験、-30℃の冷蔵庫入庫

体験、果物・刺身の試食、

参加者全員に記念品進呈

【対　象】市内及び近隣市町在住の

小学生と保護者

【定　員】25組(応募多数の場合抽選)

【参加料】無料

【締切り】７月28日(土)17時

【申込方法】電話かｅメールで

■申長浜地方卸売市場(1 .63４０００

e-mail:nagasijo@mx.biwa.ne.jp)

【講　師】環境レイカーズ

島川武治氏(しまっち)

池田まさる氏(まっちゃ)

【申込期間】８月１日(水)～22日(水)

【申込方法】電話かFAXで

★長浜環境塾
家族で川あそびとアウトドアクッキング

【と　き】８月26日(日)10時～15時

【ところ】高山キャンプ場

【対　象】市内在住の３～５歳児

(H19年４月現在)と保護者

【定　員】15組(先着順)

【内　容】草野川の清流で川遊びと

生き物観察、家族でアウ

トドアクッキング

【参加費】１人800円

★Jr.環境塾
夏ドキ！自然体験ＩＮ高山

【と　き】８月27日(月)

９時30分～15時30分

【ところ】高山キャンプ場

※市役所から送迎あり

【対　象】市内在住の小学生

【定　員】25人(先着順)

【内　容】自然観察会、クラフトづ

くり、水生生物調査

【参加費】500円

■■申環境保全課(1.65６５１３、FAX.65

６５７１)

長浜鉄道スクエア夏季企画展

かこさとしの世界ｉｎながはま

川とあそぼう！ PART15

冨田人形「夏の人形フェスティバル」

クリスタルプラザ展望研修棟を開放

夏休み親子市場見学会

長浜環境塾＆Jr.環境塾

催　し 
★会場周辺は大変混み合い危険ですの
で、マイカーでのご来場はご遠慮く
ださい。

★会場周辺では、観覧客の安全確保の
ため一部車両の通行を規制します。
警備員の誘導に従ってください。

※時間：18時(一部15時30分)～22時
★19時～22時まで、周辺で船舶の航
行はできません。(夜間航行は大変
危険です)

★毎年、翌日(６日)早朝からボランテ
イアのみなさんに清掃活動をしてい
ただいております。ゴミは必ずお持
ち帰りください。

■問観光振興課(1X６５２１)

長浜・北びわ湖大花火大会

８月５日(日) ※雨天順延
19:30から
長浜港湾一帯
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大好評につき再度開催！　ゆかたの着付け１日講習会開催！
【対　象】一般女性
【と　き】８月２日(木)19時～21時　※全１回
【ところ】長浜サンパレス(長浜市八幡中山町１３１６－３)
【講　師】サンパレス着物着付け教室講師
【定　員】20名
【受講料】1,000円(１回)
【申込方法】７月18日(水)～25日(水)の期間中、長浜サンパレス備付の申込書にて受付。

定員になり次第締め切り(電話での申込みも可)
※受講者が定員に満たない場合は、開講を取り止めることがあります。

お問合せは、長浜文化芸術会館（文化振興事業担当館1V７４００）へ。

お問合せは、長浜サンパレス1W１４４４へ。

長浜図書館　朝日町18-5（℡63-2122）
■休館日

【と　き】●はりがね工作教室
７月28日(土)11:00～
●万華鏡作り
８月25日(土)10:30～

【ところ】びわ図書館集会室
【対　象】こども20人(親子可)

夏休み工作教室 INびわ図書館 夏休み工作教室 IN浅井図書館 市居みかさんと
絵本をつくってみよう！

IN長浜図書館

【と　き】８月18日(土)
14:00～15:00

【ところ】浅井図書館２階視聴覚室
【内　容】
牛乳パックなどで
おもちゃ作り
【対　象】小学生と
その保護者30組

夏休みの図書館は、楽しいこといっぱい！

ボランティアと図書館員の楽しいおはなし会

８月２日(木)南郷里公民館(7U０２８７)、７日(火)神田公民館(7U７０３７)、８日(水)西黒田公民館(7U０３８１)
９日(木)六荘公民館(7U０１９８)、10日(金)北郷里公民館(7U５４７９)

※お申込み・お問合せは、各公民館へ。

・赤ちゃんおはなし会
７月15日(日) 10:30～
８月 ３日(金) 10:15～、10:40～
・ちびちゃんおはなし会
７月20日(金)・８月17日(金) 11:00～
・子ども映画会
７月21日(土) 14:00～(30分)
『みんなうんち』他３本　
【定員】100人 ※先着順
・おはなし会
７月22日(日) ４歳～小学１年生　10:10～

小学２年生以上　　11:00～
・リサイクル工作教室(対象：市内小学生 予約制)
７月27日(金)  13:30～15:00
【定員】40人 ※申込先着順
・夏休み映画会
７月29日(日) 10:30～、14:00～(各回90分)
『となりのトトロ』
【定員】各回100人 ※先着順
・子ども一日図書館員(対象：市内小学５・６年生 予約制)
８月１日(水) 10:00～15:00
【定員】24人 ※申込先着順
・おたのしみ会
８月４日(土)・11日(土) 11:00～
・名画サロン
８月12日(日) 13:30～(131分)
『裁判員』『評議』
【定員】50人 ※先着順

☆展示
『絵本太閤記』・軍記物語の世界展７月25日(水)まで
市居みかさん『ヘリオさんとふしぎななべ』原画展
７月27日(金)～８月29日(水)

〈浅井図書館〉大依町528（℡74-3311）
■休館日

・おはなし会
７月21日(土) 14:00～
・ビデオ映画会
７月29日(日) 14:00～(約100分)
『エルマーの冒険』
【定員】60人 ※先着順
・ミニおはなし会
８月12日(日) 15:00～

☆展示 『姉川合戦展』 ７月25日(水)まで

毎週月曜日・７月17日(火)・18日(水)・26日(木)

〈びわ図書館〉難波町505（℡72-4305）
■休館日

・やぎゆげよさんのおはなし会
７月21日(土) 11:00～
・はりがね工作教室
７月28日(土) 11:00～
・ひまわりさんのおはなし会
７月29日(日)11:00～
・開館記念コンサート
８月４日(土)15:00～
『うたごえコンサート』ジブリの曲を中心に
・英語のおはなし会
８月11日(土)11:00～
・ちびっこ映画会
８月12日(日)～14日(火)14:00～
12日(日)『誕生！みんなのたこやきマントマン！』
13日(月)『テンテン危機一髪！』
14日(火)『バオバオ大王のプロポーズ大作戦！』
【定員】各日30人 ※先着順

７月16日(月)・17日(火) ※夏休み中は無休

毎週月曜日・７月26日(木)・８月14日(火)

お申込みは、それぞれの図書館に電話または直接窓口へ。
※びわ・浅井図書館は７月20日、長浜図書館は８月11日のそれぞれ10:00から受付を開始します。

おはなしキャラバンIN公民館

【と　き】８月19日(日)※雨天決行　　【集合場所・時間】ＪＲ河毛駅１４：３０
【コース】〔ＪＲ河毛駅・出発〕→〔スポーツの森〕→〔南浜〕→〔豊公園〕→〔ＪＲ長浜駅・解散〕
【参加料】会員：無料〔会員登録料：1,200円(年会費)〕 一般参加：300円　小中学生無料！
【持ち物】弁当・水筒・雨具・保険証写し等
【アクセス】ＪＲ長浜駅１４：１３ → ＪＲ河毛駅１４：１９

お問合せは、ながはまウォークらぶ事務局(長浜市民体育館内7V９８０６)へ。

さあ！
みんな一緒に
健康ウオーキング♪

ながはまウォークらぶ 第１０７歩 『百』をめぐるウォーキング

日本の夕陽百選 「夕陽の湖岸道路を歩く」(12.0ｋｍ)

平成19年度「ながはま寄席」第１弾は、「ながはま寄席特別編」と題
し、ご存じ立川志の輔が登場！抱腹絶倒の高座を、ぜひご覧ください！

ながはま寄席特別編

「立川志の輔独演会」
【と　き】８月23日(木) 19時開演(18時30分開場)
【ところ】長浜文化芸術会館
【料　金】一般3,000円　18歳以下2,000円

※全席指定、各券種とも当日券は500円増
■プレイガイド■
長浜文化芸術会館、県立文化産業交流会館
ローソンチケット（Ｌコード 56944 10570-084-005）
ｅ+（イープラス） http://eplus.jp

今年もやります！
恒例「ながはま寄席」

チケット
好評発売中！

【と　き】８月25日(土)
13:30～16:30

【ところ】長浜図書館視聴覚室
【対　象】５歳以上の子どもと

その保護者30組
市居みか　－プロフィール－
イラストレーター・絵本作家

滋賀県在住
代表作：絵本「ヘリオさんと不思議ななべ」
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

７月20日(金)

８月24日(金)

７月18日(水)

８月１日(水)

８月20日(月)

保健師・栄養士

保健師

保健師・栄養士

保健師・助産師・看護師・

栄養士・歯科衛生士など
長浜市保健センター

浅井健康管理センター

びわ保健センター

乳幼児健診（受付時間 13:10～14:00）※12:00から受付け名簿を出し、13:10から順にお呼びします。

４か月児健診

10か月児健診

１歳８か月児健診

２歳８か月児健診

３歳８か月児健診

平成19年２月

平成19年３月

平成19年４月

平成18年８月

平成18年９月

平成18年10月

平成17年11月１～15日

平成17年11月16～30日

平成17年12月１～15日

平成16年12月１～15日

平成16年12月16～31日

平成15年12月１～15日

平成15年12月16～31日

■■び20日(金)

■■び20日(金) ■長31日(火)

■■浅30日(月)

■長25日(水) ■浅30日(月)

■■長23日(月)

■長24日(火)

■■浅22日(水)

■■浅22日(水) ■長27日(月)

■■び24日(金)

■長20日(月) ■■び24日(金)

■長10日(金)

■長７日(火)

■長８日(水)

■長２日(木)

■長３日(金)

母子健康手帳、質問票

母子健康手帳、質問票

母子健康手帳、質問票、

歯ブラシ、コップ

母子健康手帳、質問票、

歯ブラシ、コップ

母子健康手帳、質問票、

歯ブラシ、コップ、尿

対象児の生まれ健　　診　　名
と　き　・　と　こ　ろ

８　月７　月
持　ち　も　の

ほけんだより 長浜市保健センター
7６５－７７７９
FAX６４－１４３７

予防接種名 対象・接種方法 とき・ところ 持　ち　も　の
生後３か月から６か月未満
※接種期間が短いので、三種混合やポリ
オの予防接種より先に受けましょう。

■長７月27日(金)

■長８月30日(木)
母子健康手帳、体温計、予診票(すこや
か手帳内の予診票をお使いください)

BCG
（結核）

■■長
浅井健康管理センター
7７４－２４４６
FAX７４－０４６０

■■浅
びわ保健センター
7７２－４６０２
FAX７２－４６０３

■■び

妊婦・乳幼児相談（受付時間 ９:30～11:00）妊娠中の心身の悩み、おっぱいの悩み、お子さんの発育・発達・予防接種・離乳食の悩みなど

集団予防接種（受付時間 13:10～14:30）※12:00から受付け名簿を出し、13:10から順にお呼びします。

予防接種名 対　象　・　接　種　方　法 持　ち　も　の
生後３か月～90か月(７歳半)未満の子
１期初回：３～８週間までの間隔で３回接種（接種間隔を守

りましょう）
１期追加：１期初回の３回目終了後、約１年後に１回接種
１期：生後12か月～24か月(２歳)未満の子
２期：平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれの子
混合ワクチンの接種：１期１回　２期１回

母子健康手帳、保険証

三種混合
ジフテリア
破傷風
百日せき

麻しん
風しん

個別予防接種

※４か月児健診・10か月児健診は、居住地域別に指定の会場で実施しています。お住まいの地域以外のセンターで受け
られる場合は、２日前までにお住まい地域のセンターまでご連絡ください。

※予約が必要です。直接医療機関にご予約ください。
※料金無料(年齢が対象外の人は実費)
※実施医療機関等詳しくは、長浜市健康づくり日程表をご覧ください。

※２日前までに長浜市保健センターへお申込みください。

※各センターを記号で表示しています 各種教室など

もぐもぐ
ひろば

ちびっこひろば

ごっくん
もぐもぐ
もぐもぐ
かみかみ

〔初期～中期〕２回コース

平成19年２月１日～３月31日生まれ

〔中期～後期〕１回コース

平成18年12月１日～平成19年１月31日生まれ

０歳～就学前までのお子さんと保護者

★内容
母子健康手帳交付時に「長浜市妊婦
一般健康診査受診票」を３枚発行し
ます。
※１枚につき、3,000円を限度に助成
★対象
市内に住所を有する妊婦

現在妊娠中で、すでに
母子健康手帳をお持ちの方へ
８月１日時点の妊娠週数に応じて、

「長浜市妊婦一般健康診査受診票」を
発行します。母子健康手帳を持って、
ご本人が健康推進課窓口にお越しくだ
さい。
発行枚数は以下のとおりです。

・妊娠週数20週まで　　　　　 ３枚
・妊娠週数21週から30週まで　２枚
・妊娠週数31週から出生まで　 １枚

食中毒を予防しましょう！
夏場は食中毒が発生しやすくなりま

す。下記のことに気をつけて食中毒を
予防しましょう。
①食前、調理前、トイレ使用後、帰宅
後は薬用せっけんと流水で30秒か
けて手洗いしましょう。

②生鮮食品の購入時は、寄り道をひかえ
るなど、鮮度保持に注意しましょう。

③冷蔵庫は５度以下、冷凍庫は－15
度以下に設定しましょう。

④まな板や包丁、スポンジなどは流水
で十分に洗い、熱湯や漂白剤で消毒
をしましょう。

⑤調理時は十分加熱しましょう。
※食品の中心部が85度以上で１分
以上加熱が目安

⑥調理後はできるだけ早く食べるよう
にしましょう。

お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。８月10日(金)までに長浜市保健センターへお申込みください。

身体測定もできます。気軽に遊びに来てください。

９:30～11:30

９:30～11:30

■■び８月31日(金)・９月28日(金)

■■び８月22日(水)

■■び７月25日(水)、８月３日(金)・

17日(金)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

各種集団健診・検診

電話でも相談を受付けています！

すくすく赤ちゃん電話
7６５－０８００ ※市民の方対象

平日：８:30～17:15

〔 〕

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

曳山博物館
浅井健康管理センター
曳山博物館

託 六角館
細江会館
安養寺ふれあい会館
長浜市保健センター
姉川ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ

託 長浜市保健センター
あじさいホール
田根公民館
尊勝寺公会堂
長浜市保健センター
湯次神社社務所(大路町)
北部福祉ステーション
南郷里公民館
浅井健康管理センター
八島公会堂
内保農政会館
三田公会堂
神田公民館
びわ保健センター
浅井健康管理センター
JA北びわこ大郷支店
長浜市保健センター

○レ
○胃、○大、○子、○乳、○骨
○生、○レ
○生、○胃、○大、○子、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○生、○胃、○大、○レ
○生、○胃、○大、○レ
○生、○子、○骨
○生、○胃、○大、○レ
○生、○胃、○大、○レ
○生、○レ
○歯 ※受付時間13:15～15:15
○生、○レ
○生、○胃、○大、○子
○生、○胃、○大、○子
○生、○胃、○大、○子、○乳、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○生、○胃、○大、○レ
○生、○胃、○大、○子、○乳、○骨
○歯 ※受付時間13:15～15:15
○生、○胃、○大、○レ
○生、○胃、○大、○子、○レ

○生＝生活習慣病健診
○胃＝胃がん検診
○大＝大腸がん検診
○子＝子宮がん検診
○乳＝乳がん検診
○レ＝胸部レントゲン検診
○骨＝骨粗しょう症検診
○歯＝歯周疾患検診

と　　こ　　ろと　　き

託＝託児つき検診(要予約)
16日(月)
17日(火)
18日(水)
19日(木)
23日(月)
24日(火)
26日(木)
27日(金)
30日(月)
31日(火)
１日(水)

６日(月)

７日(火)
８日(水)
９日(木)
10日(金)
20日(月)
21日(火)
22日(水)
28日(火)

29日(水)

30日(木)
31日(金)

７
　
　
　
　
月

８
　
　
　
　
　
月

※各種がん検診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診は予約制となります。
65歳以上の方には、生活習慣病健診の受診票を事前に送付します。電話
で健康推進課へお申込みください。

※上記以外の日程・対象年齢・費用等詳しくは、長浜市健康づくり日程表を
ご覧ください。

※「０次健診」を受診される方は、生活習慣病健診を受診することはできま
せん。

受付時間　平日９:15～11:15
土日８:00～11:00 ８月１日スタート！

妊婦一般健康診査を助成
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【投票できる人】
次の用件に該当し、選挙人名簿に登録されている人
●住所要件：平成19年４月11日以前に転入届出がなされ、引き続き長浜市に住んでいる人
●年齢要件：昭和62年７月30日以前に生まれた人

【投票所入場整理券】
ご家族の投票所入場整理券を同封して郵送しておりますので、まず開封してご確認のうえ、投票所へご

持参ください。
万一、なくしたり、投票日にわすれても投票できますので、投票所係員に申し出てください。

【投票所】
投票所は、投票所入場整理券に記載されている投票所となります。

投票は２種類です。
選挙区選挙と比例代表選挙の
２つとも投票してください。

投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭など何らかの理由で投票所に行けない人は、期日前投票をしましょう。
●期　　間：７月13日（金）～７月28日（土）
●投票時間：午前８時30分～午後８時
●場　　所：長浜市役所本庁・浅井支所・びわ支所
※投票所入場整理券をお持ちください(無くても投票できます。)。

期日前投票

大切な　明日への架け橋　その一票

お問合せは、市選挙管理委員会(7６５－６５０３)へ。

７月29日（日）は
参議院議員通常選挙の投票日です

投票時間　午前７時～午後８時

７月29日（日）は
参議院議員通常選挙の投票日です

投票時間　午前７時～午後８時


