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景観計画の策定に向けて、「長浜に
求められる景観まちづくり」をテー
マに講演会を開催します。
【と　き】９月30日(日)

９時30分～10時30分
【ところ】慶雲館「梅の館」
■■問都市計画課(1 .65６５４１)

【と　き】10月４日～平成20年３月
27日※毎週木曜日全24回

【ところ】国際文化交流ハウスGEO
【定　員】12人(先着順)
【受講料】24,000円(24回分)
■■申国際文化交流ハウスGEO
(1 .63４４００)

実際に救急蘇生で助かった方々をパ
ネラーとしてお迎えし、体験に基づ
く生の声をお聞きいただきます。フ
ォーラムの後は、心肺蘇生法ミニ講
習会(要予約)を実施します。
【と　き】10月７日(日) 

13時～16時30分
【ところ】長浜文化芸術会館
■■問湖北地域救急医療高度化推進協議
会(1.62６１９４)

【と　き】10月８日(月・祝)
13時30分～16時30分

【ところ】長浜文化芸術会館
◆第一部：基調講演
「自殺の社会的要因をさぐる」
講師：清水新二氏(奈良女子大学教授)
◆第二部：シンポジウム
「地域ぐるみでいのちの大切さを考
える」

■■問滋賀県立精神保健福祉センター
(1077-567-5010)

○10月11日「まちづくりと地方自治」
○10月25日「地域文化の伝承と観光」
○11月８日「地域福祉と地域医療」
○11月22日「環境保全の取り組み」
○12月６日「市民活動と協働の意義」
○12月20日「地域のリーダーとなるために」
講師:阿部佳宏氏(ＮＰＯ市民熱人代表)他
いずれも19時から市民交流センターで
【定　員】50人(締切り10月３日)
【受講料】2,000円(６回分)
■■申市民協働課(1 .65８７２２)

【と　き】11月３日・24日・12月８
日　13時30分～15時20分
※全３回(違う内容で実施)

【ところ】県立大学交流センター
【テーマ】認知症予防とケア
【対　象】テーマに関心のある人
【定　員】100人(先着順)
【料　金】１回ごとに500円
【締切り】10月19日(金)
■■申滋賀県立大学交流センター
(10749-28-8210)

景観まちづくり講演会

韓国語教室(初級コース)

救急蘇生フォーラム

いのちの尊さを考えるシンポジウム

地域リーダー養成塾ひと活躍コース

滋賀県立大学秋期公開講座

所有されている家屋に次のような変
更があった場合、次年度から固定資
産税額・都市計画税額が変わること
がありますので、税務課資産税グル
ープまでお知らせください。
①家屋(全部・一部)を取り壊された
とき

②住宅から店舗などへ、または店舗
などから住宅へ用途を変更された
とき

③未登記家屋を売買、相続などによ
り所有権移転されたとき

※登記済、税務課へ届出済の場合は
不要です。

■■問税務課(1.65６５２３)

法人設立に要した費用や法人の運
営に要した費用に対し、次の公的
助成金が受けられます。
①高年齢者等共同就業機会創出助成金
(1/2補助：限度額500万円)

②地域創業助成金
(1/3補助：限度額150～500万円)

※条件・申請方法等詳しくは、下
記までお問合せください。

■■問 (社)滋賀県雇用開発協会
(1077-526-4853)

新たに会社等を創業された方、
創業しようとお考えの皆様へ

家屋を取り壊したり、用途を変更
された場合はお知らせください

お知らせ 講演・講座 

９月21日(金)～30日(日)は秋の全国交通安全運動

交通安全キャンペーン等に使用する「交通安全スロー
ガン」を募集します。
【テーマ】みんなで交通安全をすすめる雰囲気があふ

れる、滋賀県らしい特徴のあるもの
◆平成19年度最優秀作
「ありがとう」ゆずりゆずられ滋賀の道

【応募資格】県内に在住、在勤、通学されている人
【応募方法】住所・氏名・年齢・職業(学生の場合は学

校名・学年)を明記のうえ、下記まではが
きでご応募ください。(はがき１枚につき
１点応募可、複数応募の場合は封書可)

■■申滋賀県交通対策協議会事務局(〒520-8577大津市
京町四丁目１－１、1077-528-3682)

基本テーマ：「高齢者の交通事故防止」
重点項目　①飲酒運転の根絶

②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
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

平成20年度 滋賀県交通安全スローガン募集
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「浅井氏と京極氏の居城」
【と　き】９月29日(土)13時30分から
【ところ】七りん館(歴史民俗資料館内)
【講　師】高橋順之氏

(米原市まなび推進課)
【定　員】30人
【受講料】500円
【申込方法】電話またはファックスでお

申込みください。
■■申浅井歴史民俗資料館
(1/FAX.74０１０１)

子どもからお年寄りまで、楽しみ
ながら交通安全について学んでい
ただくイベントです。
【と　き】９月23日(日)10時～15時
【ところ】長浜自動車学校
【内　容】パトカー・白バイとの記

念撮影、ミニ動物園、無
料うどんコーナー　等

■問長浜警察署(1.62０１１０) 

【と　き】９月23日(日)
【ところ】プラチナプラザ(元浜町)
【内　容】記念式典(10時から)
・野菜工房：近江米新米コシヒカ

リ１合プレゼント
・おかず工房：きなこ餅のふるまい
・リサイクル工房：全品２割引セール

(9/22～24)
・井戸端道場：コーヒー半額
■問プラチナプラザ(1 .63８８９９)

【と　き】９月29日(土)※小雨決行
11時～14時

【ところ】高時川頭首工(木之本町古橋)
※駐車場はありません

【内　容】魚つり大会、模擬店(唐揚
げ、鮎の塩焼き、かき氷
等)、ビンゴゲーム　等

ウォークラリーからご参加を
集合時間：９時20分
集合場所：湖北土地改良区

(高月町役場前)
コース：柏原→雨森→保延寺を
歩いて高時川頭首工へ(約４km)

■■問水土里ネット湖北
(湖北土地改良区1.85２０６９)

【と　き】10月６日(土)・７日(日)
※６日:14時～17時 ７日:10時～16時
【ところ】長浜サンパレス
【出場棋士】谷川治恵女流四段他
【内　容】席上対局(女流棋士２人)、

大盤解説、指導対局、ト
ークショー　等

【参加料】将棋大会※事前申込不要
一般2,000円(昼食付)※学割有

※トークショー等イベントの見学は
自由(無料)です。

■■問日本将棋連盟長浜支部(支部長：
日比野氏1090-8578-2543)

【と　き】10月８日(月・祝)
【ところ】市街地一帯

稚児行列の参加者募集
豊臣秀吉や賤ケ岳七本槍に扮した
子ども武者の行列に加わり、稚児
さんとして参加してみませんか。
【応募資格】４歳から８歳までの子
【定　員】50人(先着順)
【費　用】3,000円(衣装・着付代込)
【締切り】10月１日(月)

■■申豊公まつり実行委員会事務局
(豊国神社内1.62４８３８)

浅井歴史民俗資料館歴史講座

交通安全フェスティバル

プラチナプラザ10周年記念事業

第６回湖北土地改良まつり

長浜出世まつり「豊公まつり」

第１回紅葉前線長浜将棋大会

講演・講座 

催　し 

【と　き】10月28日(日)※小雨決行
【集合場所】長浜市民会館
【集合時間】７時30分
【参加料】会員：4,000円、一般参加：4,500円 【定　員】225名（先着順）
※10/14以降のキャンセルはキャンセル料（1,000円）がかかります。【持ち物】弁当・水筒・雨具・保険証の写し等
【コース】
スタート：竹林公園(京都府向日市)→光明寺→ゴール：長岡天満宮
※京都府向日市まではバスを利用します。

【会　場】長浜市民会館
【料　金】一般：4,000円(全席指定)

◆プレイガイド◆
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、県立文化産業交流会館、ルッチプ
ラザ、木之本町スティックホール　他

【と　き】10月６日(土) ※雨天中止
【集合場所】伊吹山ゴンドラ前駐車場
【集合時間】８時30分
【定　員】100名(先着順)
【対　象】小学生以上で健康な方

※小学生は保護者同伴。中学生は保護者
の承諾が必要。

【コース】
◆Ａコース：登山口から頂上までの往復登山
◆Ｂコース：３合目までゴンドラで上り、３合目か

ら往復登山(ゴンドラ代は自己負担)

【参加料】500円　※別途駐車料金 1,000円／台
【持ち物】弁当・水筒・雨具・防寒具・タオル・

ティッシュ・着替え・保険証の写し等
【服　装】山登りができる服装(重ね着のできる服装)、

靴は運動靴(底の厚いもの)か登山靴
【申込方法】市民体育館で所定の申込書にて受付。

定員になり次第締切。電話予約可。
※定員に達しない場合は実施しない場合があります。
※参加料は事業中止の場合以外は返金しません。
※登山は班毎の団体行動とし、適度な休憩を入れ
ながら行います。

【と　き】10月14日(日) ９時30分出発
【集　合】長浜市サイクリングタ－ミナル　８時30分
【対　象】健康な人

※小学生(低学年)は保護者の同伴が必要。
【募集定員】70人(先着順)
【コース】ターミナル→蓮華寺(米原)→龍潭寺(彦根)→

ターミナル　35km
【参加料】大人(高校生以上)500円

子ども(中学生以下)300円
※拝観料(蓮華寺)等を含みます。

【持ち物】自転車(レンタル有り500円)・ヘルメット
(無料貸出有り)・弁当・水筒・シ－ト・雨
具・タオル・手袋等
※弁当の斡旋有り。

健康増進やダイエットに効果のある
サイクリング。湖国の自然や史跡に
触れながらご家族でサイクリングを
楽しみませんか。サイクリングの後
は、薬草風呂でリフレッシュ！

「秋のさわやかサイクリング」
参加者募集！

【と　き】10月8日(月・祝)
14時開演(13時30分開場)

伊吹山登山・バス＆ウォークについてのお問合せ・お申込みは、長浜市民体育館（7V９８０６)へ。

お申込み・お問合せは、長浜市サイクリングターミナル(7V９２８５)へ。

ながはまウォークらぶ 第109歩 『百』をめぐるウォーキング

バス＆ウォーク「竹の径と竹林を歩く」(9.2km)

お問合せは、長浜文化芸術会館(1V７４００）へ。

チケット
好評発売中！

★みどころ
京都府向日市の「竹の径」は「美しい日本の歩きたくなる道500選」にも選
定されており、整備された竹林や竹垣のある風景がとても美しいところです。

日本百名山にも選ばれている「伊吹山」にみんなでのぼりませんか♪登山初心者の方大歓迎！

「癒しの湯 薬草風呂」を
無料で開放します！

薬草風呂は、疲労回
復・肩こり・冷え性・腰
痛などに効果がありま
す。この機会に大きなお
風呂でゆっくりとおくつ
ろぎください。
【と　き】10月12日(金)～14日(日)
【ところ】長浜市サイクリングタ－ミナル
【時　間】12日・13日：13時から16時まで

14日：15時から17時まで
【対　象】どなたでもご利用いただけます。
【その他】タオルは各自ご持参ください。

日本百名山にも選ばれている「伊吹山」にみんなでのぼりませんか♪登山初心者の方大歓迎！
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

９月26日(水)

10月26日(金)

９月19日(水)

10月16日(火)

10月３日(水)

保健師

保健師・栄養士

保健師

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

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４月

平成19年５月

平成19年６月

平成18年10月

平成18年11月

平成18年12月

平成18年２月１～15日

平成18年２月16～28日

平成17年２月１～15日

平成17年２月16～28日

平成16年２月１～15日

平成16年２月16～29日

■■び18日(火)

■■び18日(火) ■長25日(火)

■■浅26日(水)

■長19日(水) ■■浅26日(水)

■■浅23日(火)

■■浅23日(火) ■長30日(火)

■■び26日(金)

■長22日(月) ■■び26日(金)

■長17日(水)

■長18日(木)

■長11日(木)

■長12日(金)

■長３日(水)

■長５日(金)

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、尿

対象児の生まれ健　　診　　名
と　き　・　と　こ　ろ

10 月９　　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。

生後３か月から90か月(７歳６か月未満)
※６週間以上間隔をあけて２回服用する。
※出来るだけ、１歳半までにすませるよ
うにしましょう。

■長９月21日(金)

■長10月31日(水)

長浜北小学区のお子さん ■長９月28日(金)
長浜小学区のお子さん ■長 10月２日(火)
浅井地区のお子さん ■長 10月10日(水)
長浜南小学区、びわ地区のお子さん ■長 10月19日(金）
神照小学区のお子さん ■長 10月24日(水）
北郷里、南郷里小学区のお子さん ■長 10月29日(月）

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）

ポリオ
（急性灰白髄炎）

■■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(接種期間を守りましょう)
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が、その他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、『平成19年度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

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時30分から17時15分

〔 〕

《日　時》10月11日(木)
13時30分から

《ところ》湖北医師会館２階ホール
住所：長浜市宮司町1180

《講　師》市立長浜病院 産婦人科
部長　林 嘉彦 先生

《内　容》子宮筋腫･子宮内膜症･性器
脱の診断と治療について説
明します。

中高年に多い婦人科疾患について
～筋腫･内膜症･性器脱になっても心配無用～

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４月１日～５月31日生まれ

〔中期～後期〕１回コース

平成19年２月１日～平成19年３月31日生まれ

０歳～就学前までのお子さんと保護者

お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。10月10日(水)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 10月24日(水)・■■び 11月21日(水)

■■び 10月19日(金)

■■び 10月５日(金)

■■び 10月31日(水)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

各種集団健診・検診

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

託 六角館

高山生活改善センター

長浜市保健センター

浅井健康管理センター

託 サンパレス

大門公会堂

託 長浜市保健センター

谷口公会堂

びわ保健センター

北部福祉ｽﾃｰｼｮﾝ(ふれあい神照)

長浜市保健センター

あじさいホール

びわ保健センター

びわ保健センター

南郷里公民館

曳山博物館

木尾公会堂

長浜市保健センター

小室公会堂

浅井健康管理センター

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

○生、○胃、○大、○子、○乳、○骨
○生、○レ
○生、○レ
○生、○レ
○大
○生、○レ
○歯 ※受付時間９:30～11:30

○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)
20日(木)

25日(火)

27日(木)

30日(日)

１日(月)

４日(木)

９日(火)

11日(木)

12日(金)

15日(月)

16日(火)

21日(日)

23日(火)

24日(水)

25日(木)

30日(火)

31日(水)

９
　
　
月

10

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
で長浜市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、『平成19年度長浜市健康づ
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・胸部レントゲン検診を受
診することはできせん。

受付時間　平日９:15～11:15
土日８:00～11:00

健康講演会

お問合せは、湖北医師会（7U１１０１）へ。

結核は「昔の病気」ではなく、現
在も県内で約200人を超える患者が
発生しています。
結核は咳やくしゃみ等で人から人

へうつる病気ですが、早期に発見す
れば完治する病気です。咳が２週間
以上続く場合は風邪だと思いこまず、
必ず医療機関を受診しましょう。

－市の胸部レントゲン検診－
市では、胸部レントゲン検診を

集団検診により実施しています。
検診の日程は｢広報きゃんせ長浜｣
または｢健康づくり日程表｣をご覧
ください。65歳以上の方で、今
年まだレントゲン検診を受けてい
ない方は、この機会にぜひ受診し
ましょう。

９月24日～30日は「結核予防週間」です
忘れていませんか？
今でも年間約３万人が
新たに発症しています



広報きゃんせ長浜　2007年９月15日 6古紙100％の再生紙を使用しています。

長浜図書館　朝日町18-5（℡63-2122）
■休館日

伊吹山自然観察ガイド
著者：村瀬　忠義

須藤　一成
草川　啓三

行楽の秋、伊吹山登山に是非携帯
したい一冊です。伊吹山の誇るお
花畑の植物や山を住処とする動物
たちの生態はもちろんのこと、登
山コースや山の歴史までハンディ

な一冊に伊吹山の情報がぎっしりつまっています。

新しく入った本の中から

・子ども映画会
９月15日(土) 14:00～　(40分)
『バーバパパのはこぶね』ほか　(先着100人)
・赤ちゃんおはなし会
９月16日(日) 10:30～
10月５日(金) 10:15～ 10:40～
※月ごとに同じ内容です。
・ちびちゃんおはなし会
９月21日(金)・10月19日(金) 11:00～
・おはなし会
９月30日(日) ４歳～１年生　10:10～
２年生以上　　11:00～
・おたのしみ会
10月６日(土)・ 13日(土) 11:00～
・名画サロン
10月14日(日) 13:30～　(92分)
『野菊の如き君なりき』 （先着50人）
・子ども映画会
10月20日(土) 14:00～　(30分)
『ねずみのいもほり』 (先着100人)

☆展示
９月26日(水)まで
『江戸時代の長浜のくらし』どんな本読んで
たの？

〈浅井図書館〉大依町528（℡74-3311）

■休館日

・おはなし会
９月15日(土) 14：00～
・ビデオ映画会
９月30日(日) 14：00～(約60分)
『スプーンおばさん』（先着60人）
・ミニおはなし会
10月14日(日) 15：00～
・おはなし会
10月20日(土) 14：00～

☆展示
９月30日(日)まで
山本信子さん『山野草展』
“生命のささやき”(写真25点)

９月18日(火)・19日(水)・25日(火)・26日(水)・27日(木)
10月１日(月)・９日(火)・10日(水)・15日(月)

〈びわ図書館〉難波町505（℡72-4305）

■休館日 毎週火曜日・９月17日(月)・23日(日)
・24日(月)・27日(木)・10月８日(月)

毎週月曜日・９月23日(日)・27日(木)

図書館に興味のある方、一緒にサービスを担ってい
ただける方お待ちしています。
※詳しくは、広報きゃんせ８月１日号20ページをご
覧ください。(締切り：９月30日)

図書館ボランティア募集中！

ビリッ「あっ、どうしよう！」
破れた本やページの取れてしまった本は、
図書館で直しますのでそのままの状態で
カウンターの職員にお渡しください。
（図書修理専用の道具やテープで修理します）

あれ？「利用券が見あたらない・・・」
利用券を紛失された場合は、カウンター
までお申し出ください。紛失届をお出し
いただければ、利用券がなくても資料を
お借りいただけます。

住所や連絡先に変更があった場合は、お早めに図書
館のカウンターで手続きをお願いいたします。

・やぎゆげよさんのおはなし会
９月15日(土) 11:00～
・ひまわりさんのおはなし会
９月30日(日) 11:00～
・映画会
10月６日(土) 19:30～ (122分)
『学校Ⅱ』(先着50人)
・ちびっこ映画会
10月７日(日) 14:00～　（25分）
『たよりないね、チャーリー･ブラウン』（先着30人）
・英語のおはなし会
10月13日(土) 11:00～
・おつきみのおはなし会
10月14日(日) 11：00～

☆展示
９月15日(土)～10月15日(月)
『村にきた赤紙』

図書館からのおねがい




