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◆浅井地区
【と　き】12月14日(金)～20日(木)
【ところ】浅井文化ホール
■■問長浜市青少年育成市民会議(生涯
学習スポーツ課内1 .65６５５２)

【と　き】12月16日(日)14時30分から
【ところ】文化産業交流会館(米原市)
【内　容】

①水のたわむれ
・琵琶湖周航の歌
・悠久の街
②企画ステージ
③組曲
・IN TERRA PAX.

■■問長浜バイオ大学(1 .64８１００)

豊富な英語指導経験を持つ米国人
教官が実践に役立つ英語を指導し、
日本にいながら留学体験ができます。
【と　き】１月７日(月)～３月21日(金)

※土日祝は休講
【ところ】ミシガン州立大学連合日本

センター(彦根市松原町)
◆テーマ別コース・夜間コース
週２～４時間(44,000円～76,000円)

◆集中コース
週10～19時間(140,000円～265,000円)

※他にもコースあり http://www.jcmu.net
【締切り】12月14日(金)
■■申ミシガン州立大学連合日本センター
(10749-26-3400)

長浜市における外国人市民の共生の実態
【と　き】11月25日(日)13時30分から
【ところ】国際文化交流ハウス(GEO)
【講　師】近藤敏夫氏(仏教大学准教授)
※講演会・シンポジウム終了後、交
流会を予定しています。

■■問長浜市民国際交流協会事務局
(1 .63４４００)

あなたも体験してみませんか
【と　き】12月１日(土)

13時10分～16時30分
【ところ】長浜市民会館
【内　容】裁判員制度の説明、裁判

員模擬裁判ビデオ上映、
会場のみなさんと裁判官
とで模擬評議

【定　員】100名(先着順)
【締切り】11月30日(金)
■■申大津地方裁判所事務局総務課庶
務係(1077-522-4281内線224)ミシガン州立大学連合日本センター

冬季英語プログラム

長浜バイオ大学合唱部演奏会

第２回地域国際交流フォーラム

裁判員制度フォーラム

市職員を募集します(市立長浜病院)
受　　験　　資　　格

昭和47年４月２日以降に生まれ、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による
臨床工学技士の免許を有する人(平成20年７月末日までに免許を取得できる見込
みの人を含む)で、長浜市内又は近接地に居住でき、夜間等の緊急呼び出しに容易
に応じられる人。

採用予定人員

１人

職　　種

病 院 臨 床
工 学 技 士

■試験日：12月15日(土)
■締切り：12月 ４日(火)
【受験申込書配布・申込受付窓口】
市立長浜病院管理課内長浜市職員選考委員会
〒526-8580 長浜市大戌亥町313番地
7[２３００(代表)または7[２３２４(直通)

★受験申込書を郵送で請求される方へ
封筒の表に職種を明記の上、『受験申込書請求』と朱書きし、
返信用封筒(80円切手を貼って宛名を明記したもの)を同封
してください。

①工場見学※要申込
品質管理等の現場を見学し、食の

安全について考えます。
【と　き】11月29日(木)

８時エコハウス前集合
【ところ】メグミルク京都工場
【参加費】4,000円(バス・昼食代込)
【定　員】40人(先着順)
②着付教室(女性限定)※要申込
【と　き】11月の毎週水曜日

９時30分～12時
【ところ】エコハウス
【参加費】１回300円
【その他】着物一式は持参ください。
③空き缶キャンペーン※申込不要
湖岸の空き缶拾いを行います。

【と　き】12月３日(月)
８時50分臨湖前集合

■■申長浜市消費学習研究会事務局
(環境保全課内1.65６５１３)

みなさんから応募いただいた「豊
かな心をはぐくむ家庭づくり」ポス
ターと「明るい家庭づくり」標語の
優秀作品を市内で下記のとおり展示
します。
◆びわ地区
【と　き】11月22日(木)～29日(木)
【ところ】びわ文化学習センター
◆長浜地区
【と　き】11月30日(金)～12月６日(木)
【ところ】南郷里公民館
【と　き】12月７日(金)～13日(木)
【ところ】六荘公民館

長浜市消費学習研究会の催し

催　し 

青少年育成市民会議ポスター・標語巡回展

講演・講座 

最低賃金改正のお知らせ
(平成19年10月25日改正)

滋賀県最低賃金は、常用・
パートなど雇用形態を問わず、
県内すべての労働者に適用さ
れます。

滋賀県最低賃金は、

１時間　６７７ 円です。

お問合せ先
滋賀労働局賃金室

1077-522-6654
彦根労働基準監督署

10749-22-0654
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【と　き】12月９日(日)※小雨決行
ＪＲ安土駅に９時45分集合

【コース】◆ＪＲ安土駅・出発 → ◆石寺楽市 → ◆金堂地区
→ ◆近江商人屋敷 → ◆ＪＲ能登川駅・解散

【参加料】会員：無料〔会員登録料：1,200円(年会費)〕
一般：300円(小中学生無料！)

【持ち物】弁当・水筒・雨具・保険証の写し等
【アクセス】ＪＲ長浜駅８：３２ → ＪＲ米原駅９：１２(乗換)

ＪＲ安土駅９：３４

さあ！
みんな一緒に

健康ウオーキング♪

【と　き】12月14日(金) 18時30分開演(18時開場)
【ところ】浅井公民館(浅井文化ホール内)
【出　演】笑福亭松喬、笑福亭生喬、

笑福亭由瓶、笑福亭風喬
【料　金】一般：1,500円(当日券は500円増)
【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

笑福亭松喬

第十七回ながはま寄席

松喬落語・再登場！

【と　き】12月２日(日) 13時30分開演(13時開場)
【ところ】長浜文化芸術会館
【演奏曲目】第一部　心あたたまるメロディー(マイ・ウェイ、大きな古時計 他)

第二部　ハーモニカの調べ　【特別出演】ハピネス ハーモニカ クラブ
第三部　世界の名曲より(ロシア民謡を訪ねて、よろこびの歌 他)

楽器は何でもＯＫ！概ね50歳以上で音楽好きでやる気のある方ならどなたでも参加できます！
お問合せは、長浜文化芸術会館(1V７４００）へ。

ながはまシニアアンサンブル
「銀

ぎ ん

の櫂
か い

」
第二回定期演奏会

ながはまウォークらぶ 第110歩 『百』をめぐるウォーキング

美しい日本のむら景観100選「五個荘商人のふるさとを歩く」（12.7㎞）

お問合せは、長浜文化芸術会館(1V７４００）へ。

お問合せは、長浜市民体育館(1V９８０６)へ。

入場無料！

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６月１日～平成19年７月31日生まれ

〔中期～後期〕１回コース

平成19年４月１日～平成19年５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。12月５日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 12月26日(水)・■■び１月15日(火)

■■び 12月14日(金)

■■び11月30日(金)

■■び12月６日(木)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

各種集団健診・検診 (受付時間 9:15～11:15)

11月21日(水)

12月３日(月)

長浜市保健センター

長浜市保健センター

大腸がん検診

大腸がん検診

と　　こ　　ろ 健　　診　　名と　　き

笑福亭生喬

※大腸がん検診は予約制となります。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。

高齢者のインフルエンザ予防接種について
市では、高齢者のみなさんを対象にインフルエンザの予防接種を12月31日(月)まで実施しています。予防接種を

受ける時は、必ず住所が確認できるものをご持参ください。申込方法など詳しくは、広報きゃんせ長浜10月１日号
20ページをご覧ください。

11月１日から新たに
「長浜市こんにちは赤ちゃん訪問」

が始まりました！
お子さんがお生まれになると、う

れしさとともにさまざまな不安が出
てくるものです。そのようなとき、
地域の子育て情報や身近に子育てに
ついて相談できる場所を知っておく
ことも大切なことです。

“長浜市こんにちは赤ちゃん訪問”
では、研修を受けた訪問員が、生後
４か月未満のすべてのお子さんに家
庭訪問をおこない、市の子育てに関
する情報をお伝えさせていただくと
ともに、子育てについて一緒に考え
させていただきます。身分証を持っ
た訪問員が各お宅を訪問しますの
で、気軽にお話しください。

※保健師、助産師、看護師がお宅に伺い、お子さんの身体計測や育児
相談を行う「新生児訪問」も引き続き実施します。ご希望の方は、
母子健康手帳別冊内の新生児訪問指導依頼書を市健康推進課まで送
付してください。この場合、“長浜市こんにちは赤ちゃん訪問”を
兼ねて訪問させていただきます。

☆献血にご協力を☆
成分献血の協力者が年々減少してい

ます。県内の病院で使用される血小板
の多くは他府県からいただいているの

が現状です。
みなさんのご協力を

お願いいたします。

【開 設 日】
毎週火・金・土曜日
※祝日は休み
【受付時間】
10～12時、14～16時

お問合せは
湖北献血ルーム70120-890-689

長浜市列見町11-10
（長浜サンパレス内）

原子爆弾被爆者二世の
健康診断の実施について
◆対象者
被爆者健康手帳を持っている父また

は母（死亡している者を含む）の二世
であり、父または母の被爆以後に出生
した人であって、被爆者健康手帳を持
っていない人。
◆申込期間
12月３日(月)～12月20日(木)
◆その他
実施期間、検査項目、費用、受診で

きる医療機関等の詳細は、下記までお
問合せください。

お申込みは、湖北地域振興局地域健康
福祉部長浜保健所(7X６６１０)まで。
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

11月26日(月)

12月20日(木)

11月20日(火)

12月５日(水)

12月７日(金)

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６月

平成19年７月

平成19年８月

平成18年12月

平成19年１月

平成19年２月

平成18年３月16～31日

平成18年４月１～15日

平成18年４月16～30日

平成17年４月１～15日

平成17年４月16～30日

平成16年４月１～15日

平成16年４月16～30日

■■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15日(木)

■■浅25日(火)

■長19日(水) ■■浅25日(火)

■■び21日(金)

■長12日(水) ■■び21日(金)

■長10日(月)

■長11日(火)

■長６日(木)

■長７日(金)

■長３日(月)

■長４日(火)

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

12 月11 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11月30日(金)

■長12月17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）

■■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

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６か月）未満
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
２期：平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれ
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

※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。

〔 〕

長浜市地域防災計画(素案)にご意見を 募集締切り：12月14日(金)＜必着＞

長浜市平和都市宣言(案)にご意見を 募集締切り：12月７日(金)＜必着＞

【資料の閲覧場所】総務課、各支所地域調整課、長浜市ホームページ http://www.city.nagahama.shiga.jp
【意見の提出方法】指定の用紙(※平和都市宣言は任意)に住所・氏名・連絡先電話番号を明記の上、窓口に持参・

郵送・FAXまたはEメールで下記までご提出ください。
【提出・お問合せ先】〒526-8501高田町12番34号　長浜市総務部総務課(7X６５５５、FAXV４１１１)

Ｅメール：長浜市地域防災計画は　bousai@city.nagahama.shiga.jp
長浜市平和都市宣言は　soumu@city.nagahama.shiga.jp

市では、合併後の新市における地域防災計画に
ついて、住民生活の各分野にわたり重大な影響を
及ぼすおそれのある災害に対処するため、「長浜
市地域防災計画」(素案)を策定しました。みなさ
んのご意見をお聞かせください。

地域防災計画では 市民や事業所の皆さんの
生命、身体および財産を災害から守るため、すな
わち「市民とつくる災害に強いまち　ながはま」
を実現するために、市や関係機関、市民および事
業所のみなさんが果たすべき責務と役割について
定めています。

防災の基本目標のイメージ

今回の改定方針は １.「防災階層（下図参照）
に対応した防災拠点を整備し、防災組織・体制の
整備を図り、バランスのとれた安全な防災まちづ
くりを進める」、２.「市民、企業、地域、行政が
それぞれ連携して効果的な防災対策を推進し、災
害時には適切に役割分担して応急対策を進める」
という２つの軸にしたがい、次の７つの防災施策
を推進していくことを基本としました。
①災害時における要援護者等の避難、救護に係る
仕組の整備
②防災階層に基づく防災拠点・防災地区拠点の整備
③震災対策として防災拠点、住宅等の耐震化の推進
④自主防災組織の強化と組織化の推進
⑤市民・企業への防災情報の提供、防災教育、防
災資機材の取扱訓練・指導の推進
⑥災害時における警戒避難体制の確立
⑦避難勧告基準の明確化

防災階層のイメージ

市（災害対策本部） 

防災地区（連合自治会） 

防災の基本単位（自治会） 

市民のみなさん 

市役所を防災 
拠点として活動 

公民館を地区 
拠点として活動 

公会堂等の集会 
施設で活動 

家族で活動 

ひとりひとりの 
自覚に根ざした 
「自助」 

地域コミュニ 
ティ等による 
「共助」 

行政による 
「公助」 

減災の実現 
（被害を最小限にとどめる） 

市では、平成19年第３回定例市議会において、「長浜市非核平和都市宣言に関する決議」が全会一致
で議決されたのを受け、「長浜市平和都市宣言」(案)を策定しました。全文を掲載しますので、みなさん
のご意見をお聞かせください。

◆「長浜市平和都市宣言」(案)
わたしたちのまち長浜には、緑の山々や母なる

湖に抱かれた美しい自然と、先人が築いてきた尊
い歴史や薫り高い文化があります。この郷土を守
り、一人ひとりがいきいきと活躍できる住みよい
まちを築き、平和で豊かに暮らしていくことは、
わたしたちの願いです。
しかし、この世界には、すべてを一瞬にして奪

い去る核兵器が今なお存在し、戦争や紛争、貧困
や人権の抑圧、環境破壊など平和を脅かす行為が
あとをたちません。

わたしたちは、次代を担う子どもたちの未来の
ために、平和で豊かな暮らしを引き継いでいくと
ともに、唯一の被爆国の国民として、あの惨禍を
繰り返させないよう、核兵器の恐ろしさと被爆者
の苦しみを世界中に強く訴え続けていかなければ
なりません。
わたしたち長浜市民は、憲法の平和理念にのっ

とり、非核三原則の堅持とあらゆる核兵器の廃絶
を求め、すべての人々と手をとりあい、真の恒久
平和を実現するため、ここに長浜市を「平和都市」
とすることを宣言します。



広報きゃんせ長浜　2007年11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

みんなで「折り紙」を楽しもう

・ちびちゃんおはなし会
11月16日(金) 11:00～
・子ども映画会
11月17日(土) 14:00～　(26分)
『ピーターのいす』ほか　(先着100人)
・赤ちゃんおはなし会
11月18日(日) 10:30～
12月 ７日(金) 10:15～ 10:40～
12月16日(日) 10:30～
※月ごとに同じ内容です。
・おはなし会
11月25日(日) ４歳～１年生　10:10～

２年生以上　　11:00～
・大人のためのリサイクル・クラフト教室
11月28日(水) 10：00～12：00
講師：前山亨氏(滋賀文教短大准教授)
※材料費300円/申込受付は11月17日10:00から
・おたのしみ会
12月１日(土)・８日(土) いずれも11:00～
・名画サロン
12月９日(日) 13:00～　(207分)
『七人の侍』 (先着50人)
・子ども映画会
12月15日(土) 14:00～　(30分)
『モリスのまほうのふくろ』ほか(先着100人)

☆展示
11月28日(水)まで
『華やかな美術書の世界』展

浅井図書館　大依町528（℡74-3311）
■休館日

・おはなし会
11月17日(土) 14:00～
・ビデオ映画会
11月25日(日) 14:00～　(約60分)
『ダンボ』 (先着60人)
・折り紙教室
12月２日(日) 14:00～
・ミニおはなし会
12月９日(日) 15:00～

☆展示
11月１日(木)～11月28日(水)
『郷土の食を知ろう！』展
11月１日(木)～12月13日(木)
『折り紙展～折り紙ボランティアおりづる～』

毎週月曜日、11月27日(火)・29日(木)

びわ図書館　難波町505（℡72-4305）
■休館日 毎週火曜日、11月23日(金)・29日(木)

毎週月曜日、11月23日(金)・29日(木)、12月
11日(火)

・図書館員のおはなし会
11月17日(土) 11:00～
・ひまわりさんのおはなし会
11月25日(日)・12月16日(日) 11:00～
・ちびっこ映画会
12月２日(日) 14:00～　(25分)
『スヌーピーのメリークリスマス』(先着30人)
・英語のおはなし会
12月８日(土) 11:00～

☆展示
11月14日(水)～11月28日(水)
写真展『カメラ生涯この一枚』

浅井図書館では「折り紙教室」を開催します。クリスマスやお正月の飾りつけを自分の手で素敵に飾っ
てみませんか。親子と一般向けの２コースがあります。

①親子コース　　　　　　　　　　　　　　②一般コース
「親子でクリスマス飾りをつくろう」 「来年の干支(子)飾りをつくろう」
（対象：小学生までのお子さんと保護者の方） （対象：中学生以上の方）

------------------------------どちらも--------------------------------
【と　き】12月２日(日) 14:00～15:30
【ところ】浅井図書館視聴覚室
【講　師】折り紙ボランティアおりづる
【材料費】一人あたり300円
※申込み・お問合せは浅井図書館(7a３３１１1)まで

年末年始の行事のお知らせ
●クリスマスの特別なおはなし会
①12月15日(土) 14:00から　場所：浅井図書館
②12月22日(土) 10:30から　場所：長浜図書館
③12月22日(土) 14:00から　場所：びわ図書館
●新春かるた大会
④2008年１月６日(日) 10:30から　場所：長浜図書館
※②・④の行事は申込みが必要です。12月１日(土)10時から長浜図書館で受付を開始します。




