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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

10月26日(金)

11月26日(月)

10月16日(火)

11月20日(火)

11月14日(水)

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５月

平成19年６月

平成19年７月

平成18年11月

平成18年12月

平成19年１月

平成18年２月１～15日

平成18年２月16～28日

平成18年３月１～15日

平成18年３月16～31日

平成17年３月１～15日

平成17年３月16～31日

平成16年３月１～15日

平成16年３月16～31日

■■浅23日(火)

■■浅23日(火) ■長30日(火)

■■び26日(金)

■■び26日(金) ■長22日(月) 

■長17日(水)

■長18日(木)

■■び16日(金)

■■び16日(金) ■長28日(水) 

■■浅27日(火)

■長19日(月) ■■浅27日(火)

■長14日(水)

■長15日(木)

■長９日(金)

■長12日(月)

■長１日(木)

■長５日(月)

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

11 月10 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。
※できるだけ、１歳半までにすませるよ
うにしましょう。

■長10月31日(水)

■長11月30日(金)

長浜南小学校区、びわ地区 ■長10月19日(金）

神照小学校区 ■長10月24日(水)

北郷里、南郷里小学校区 ■長10月29日(月)

上記日程で受けられなかった方
■長11月2日(金）

■長11月8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）

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。

※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。

※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

簡単なゲームを楽しみながら、自然

の不思議やおもしろさを体験しよう。

【と　き】11月３日(祝)※雨天中止

９時30分～12時

【ところ】豊公園

【対　象】小学生以上(小学生低学年

は保護者同伴)

【定　員】30人(先着順)

【参加費】無料(筆記用具等はご持参ください)

■■申都市計画課(1 .65６５４１)

【と　き】11月７日(水) 10時～15時

【ところ】長浜ロイヤルホテル２階

【内　容】会員持ち寄り品コーナー、

リサイクルコーナー、協賛

店26店出店、健康コーナー

【入場料】500円(飲物券付)

■■問国際ソロプチミスト長浜(北嶋
1 .63０１４７)

介護をしている方同士で、情報交換

と心身のリフレッシュをしませんか。

【と　き】11月７日(水)

10時30分～14時30分

【ところ】長浜北部福祉ステーション

(神照町288-1)

【内　容】講演＆おしゃべりタイム、

エクシブ琵琶湖でランチ

バイキング

【対　象】市内在住で、在宅で介護

されている人

【定　員】35人(先着順)

【参加費】1,500円

【締切り】10月31日(水)

■■申長浜市社会福祉協議会(1.62１８０４)

【と　き】11月10日(土)

10時30分～11時30分

【ところ】長浜市児童文化センター

【内　容】人形劇、手遊び　など

【対　象】３歳児～小学生と保護者

【定　員】45組(先着順)

【参加費】子ども１人100円

■■申長浜地域子育て支援センター

(1 .62３７１２)

ピアノ四重奏とフルート四重奏と...
長浜市在住のアーティストを中心と

した室内楽コンサートを開催します。

【と　き】11月11日(日) 14時開演

【ところ】リュートプラザ

【入場料】前売1,000円(当日1,500円)

【演奏曲】ベートーヴェン：弦楽三

重奏のためのセレナード

二長調作品８　他

■■問リュートプラザ(1 .72５２５７)

つくってみよう！米川本支流アメニティマップ
【と　き】11月10日(土)９時～16時

【ところ】川崎や(大宮町8-8)集合

【内　容】午前：米川支流地域等の

自然・文化・歴史を散策

しながら探ります。

午後：見どころや環境面

で気づいたことをまとめ

たアメニティマップ作り

※雨天の場合は一部内容を変更します。

【対　象】小学生以上

【参加費】500円(当日集金)

■■申ながはまアメニティ会議事務局

(環境保全課内(1 .65６５１３)

お城の森でちっちゃい秋みーつけた
【と　き】11月11日(日)10時～15時

※小雨決行、荒天中止

【ところ】豊公園(現地集合・解散)

【内　容】自然物を使った工作、自

然の不思議発見隊

【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)

【対　象】市内在住の３・４・５歳児

(平成19年４月現在)と保護者

【定　員】15組(先着順)

【参加費】１人300円(当日集金)

■■申環境保全課(1 .65６５１３)

【と　き】11月11日(日)10時～14時

【ところ】六荘幼稚園(勝町)

【内　容】リサイクル品販売、軽食

コーナー、手作り品(冬

用小物)販売など

■■問六荘幼稚園(1 .62７０３５)

【と　き】11月18日(日)８時～17時

【行き先】米原市曲谷「五色の滝、大

持多目的広場(伊吹ゆり園)」

※チャーターバス運行

【内　容】五色の滝散策、シシ鍋食談会

【参加費】4,000円

【定　員】40人(先着順)
※当日は地元主催フリーマーケット同時開催

■■申ながはまアメニティ会議事務局

(環境保全課内1 .65６５１３)

チャリティーバザー　

在宅介護者のつどい

お楽しみおはなし広場

アンサンブルコンサー

ネイチャーゲーム

長浜まちなかウォーク

長浜環境塾

六荘幼稚園ＰＴＡバザー　

奥伊吹曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー

西日本最大の環境産業見本市
【と　き】10月24日(水)～26日(金)

10時～17時(26日は16時まで)

【ところ】滋賀県立長浜ドーム

【入場料】無料

【出展者数】過去最多の268企業・団体

詳しくはhttp://www.biwako-messe.com/へ

■■問滋賀環境ビジネスメッセ実行委員

会事務局(1077-528-3793)

【と　き】10月27日(土)～11月４日(日)

10時～16時

【ところ】安楽寺(細江町)

【内　容】菊花展、陶芸展、琴コンサ

ート、茶席(有料)など

■■問びわ支所産業建設課(1.72５２５５)

【と　き】10月28日(日) ８時～11時

※小雨決行、雨天中止

【ところ】長浜地方卸売市場北側野菜畑

【内　容】とうもろこし､キャベツ､さ

といも､大根等の収穫体験

【参加費】無料(収穫した野菜は実費)

■■問長浜地方卸売市場(1 .63４０００)

一般公募による役者、スタッフと地

元商店街振興組合会員らの手づくり

による市民歌舞伎。

【と　き】11月２日(金) 19時開演

３日(祝) 18時開演

◆米原寿山子供歌舞伎特別上演(３日夜)

【ところ】長浜文化芸術会館他

※３日：ゆう壱番街特設舞台で昼の

部(13時開演)の公演あり。

【外　題】鬼
き

一法眼三略巻
いちほうげんさんりゃくのまき

「一条大蔵譚
いちじょうおおくらものがたり

」檜垣
ひ が き

・奥殿
おくでん

【入場料】500円(ゆう壱番街特設舞

台は無料)

■■問ゆう壱番街商店街振興組合(渡辺
1 .62３７７６)

びわ湖環境ビジネスメッセ2007

催　し 

第16回安楽寺菊まつり

直どり野菜の収穫体験

第十一回長濱ゆう歌舞伎




