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３月15日号

ねんきん特別便に関する臨時相談窓口が設置されます。
と　き：３月21日(金)・27日(木) ９時30分～16時
ところ：長浜商工会議所

■ご用意いただくもの
・郵送された「ねんきん特別便」
・年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金保険被保険者証等)
・年金証書
・認印
※代理で相談を希望される場合は、委任状と本人確認書類(運転免許証等)をご用意ください。

湖北献血ルーム
列見町11-10(長浜サンパレス内)
7０１２０－８９０－６８９
【開設日】毎週火・金・土曜日

※祝日は休み

平成20年度の国民年金保険料は月額１４,４１０円です
毎月の保険料の納付を口座振替の早割制度にされると月々50円割引、１年分を４月30日までに納付

(前納)されると3,070円割引になります。手続きは、金融機関、彦根社会保険事務所へ。
■■問：彦根社会保険事務所7０７４９－２３－１１１４

「ねんきん特別便」が送付された方へ

お問合せは、滋賀社会保険事務局年金課(7０７７－５１０－５５０４)へ。

４月１日から献血の受付時間
を変更します。今後も、献血にご
協力をお願いします。
■全血献血
午前：10時～12時
午後：13時～17時
■成分献血(予約制)
午前：10時～11時
午後：13時～16時

長浜に春の訪れ 豊公園の桜は、日本さくら名所100選(平成２年：日本さくらの会
選定)に数えられています。毎年４月上旬から中旬には、ソメイヨシ
ノを中心に約800本の桜が咲き誇ります。
【昨年の見ごろは４月10日前後】

外国人と楽しむ
お花見パーティー
と　き：４月13日(日)11時30分から
ところ：豊公園(長浜城石段下)
■■問長浜市民国際交流協会
(7V４４００)
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お問合せは、長浜文化芸術会館(7V７４００)へ。

お申込み・お問合せは、びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会
事務局(市民体育館内7W５１５１)へ。

地域において、安心・安全なまちづ
くり活動に取り組む団体等の活動経
費の一部を助成します。
【対象団体】ＮＰＯ法人、自治会、自

主防災組織、ボランティ
アグループ等

【対象事業】防災・減災・防犯活動支
援事業、災害対策講習会
等の開催事業、安全なま
ちづくり活動事業

【助成額】対象事業費の４分の３以内
【受付期間】４月１日(火)～５月９日(金)
【その他】申請には、実施計画書等

の提出が必要です。詳し
くは、下記までお問合せ
ください。

■■問社会福祉協議会(1. 62１８０６)
URL http://www.shiga-akaihane.org

【利用開始】４月１日(火)
【利用時間】５時30分～23時30分
【料　金】自転車　１か月：2,000円

３か月：5,700円
バイク　１か月：2,800円

(125cc以下)３か月：7,800円
【募集台数】318台(先着順)
【受付開始】３月21日(金)
【受付時間】７時～20時
【受付場所】田村駅東駐輪場管理事務所
■■問長浜地域整備㈱
(市民協働課内1. 65８７１１)

滋賀県警察本部では、警察官を募
集しています。詳しくは、下記ま
でお問合せください。
■■問滋賀県警察本部警務課採用係
(10120-204-314)
URL http://www.pref.shiga.jp/police

国税庁では、税務職員(国税専門官)
を募集しています。詳しくは、下
記までお問合せください。
■■問長浜税務署総務課(1. 62６１４５)
URL http://www.nta.go.jp

【と　き】４月18日(金) 18時～20時
※お一人の相談時間は30分

【ところ】彦根勤労福祉会館
(２階研修室)

【申込期間】４月１日(火)～16日(水)
※定員になり次第受付終了

主催：法テラス滋賀
共催：滋賀弁護士会
■■申法テラス滋賀(1050-3383-5454)

雇用・労働条件・配置転換・賃下
げ・セクハラ等の労働問題に関す
る相談は、次の窓口をご利用くだ
さい。
■労働条件等に関する相談
彦根労働基準監督署
(10749-22-0654)

■雇用保険、職業紹介等に関する相談
長浜公共職業安定所(162-2030)

■■問商工振興課(1. 65８７６６)

田村駅東駐輪場定期利用者募集

警察官募集

税務職員(国税専門官)募集

安心・安全なまちづくり活動を支援 夜間無料法律相談(予約制)

労働問題に関する相談

３月31日で旧浅井町の印鑑登録引
替期間が終了します。期間終了後は、
情報を抹消しますので、引替がまだ
の人は、手続きをお願いします。
なお、４月１
日以降は、新
規登録となり、
手数料が必要
となります。
■■問浅井支所市民福祉課(1. 74４３５３)

４月１日から次のとおり変更します。

■変更前

【受付窓口】エコハウス(1. 63４０６０)

【受付時間】９時～17時

■変更後

【受付窓口】平日:環境保全課

土・日・祝日:エコハウス
※月曜の祝日・年末年始は休み

【受付時間】９時～16時30分

■■問環境保全課(1. 65６５１３)

県が毎週金曜日・毎月第１・３木
曜日に市民交流センターで実施さ
れていた内職相談は、３月28日(金)
をもって廃止となります。なお、
内職情報の閲覧は、引き続き実施
されます。
■■問県労政能力開発課(1077-528-
3758)

彦根長浜都市計画七条東地区の地区
計画(案)を次のとおり縦覧します。
市内在住の方は、計画案について意
見書を提出することができます。
【計画の種類】彦根長浜都市計画地区

計画
【計画の区域】長浜市七条町字東五位

田の部
【縦覧場所】都市計画課
【縦覧期間】３月17日(月)～31日(月)
【意見書締切】３月31日(月)
■■問都市計画課(1 . 65６５４１)

旧浅井町で印鑑登録をされた方へ

不用品交換情報の受付窓口変更

お知らせ 

内職相談が廃止になります

地区計画(案)を縦覧します　

募　集 

相　談 

長浜まちなかコンサート

加川良ライブ ～長浜にて～

３月22日（土）17時開演(16時30分開場)

【ところ】曳山博物館(伝承スタジオ)
【料　金】一般前売り：2,500円※全席自由
【定　員】100人

★プレイガイド★　長浜文化芸術会館

びわ湖ツーデーマーチボランティアスタッフ募集！
【と　き】５月10日(土)・11日(日) ※１日、両日どちらでも可

【内　容】①スタート・ゴール会場業務
参加者受付、ゴール後の各種サービス業務
県立彦根総合運動場でお手伝いいただける方大歓迎！
②コース中のサービス、チェックポイントでの飲物等の
提供、チェックスタンプ押印等の業務

③交通誘導警備等
【締切り】４月10日(木)
ホームページhttp://www.ex.biwa.ne.jp/̃biwako2dm/

【ところ】クリスタルプラザ
【対　象】市内在住で、できるだけ３

回とも受講可能な人
【定　員】20人(先着順)
【参加費】160円(保険代として)
■■申社会福祉協議会浅井支所
(1. 74８２００、FAX . 74８１７７)

春に多いうつ病・自殺を防ぐには
【と　き】４月10日(木)13時30分から
【ところ】市民交流センター
【講　師】アップルクリニック

院長　速水正博先生
【参加費】無料
【申込み】不要
■■問湖北医師会(1. 62１１０１)

地域の課題を発見し、解決のための方
策を考え、そのための活動を実践する
「地域プロデューサー」の養成講座。
【と　き】2008年６月～2010年３月

原則約２年間
【対　象】18歳以上で、地域社会の

課題解決や市民活動に主
体的に取り組む意欲のあ
る人

【定　員】25人程度
【受講料】２年間で20,000円
【締切り】４月15日(火)
【その他】応募方法等詳しくは、下記

までお問合せください。
■■問淡海ネットワークセンター
(1077-524-8440)

健康講演会

おうみ未来塾

「エコ　メイト」
クリスタルプラザでは、市内の小学生
等を対象に、ガラス体験をとおして環
境問題について考えていただく取り組
みを行っています。この体験教室のボ
ランティアスタッフ養成講座を開催し
ますので、ご参加ください。
【と　き】４月８日(火) 【講義】

13時30分～15時30分
４月10日(木) 【体験】
10時～16時
４月15日(火) 【体験等】
13時30分～15時30分

環境ボランティア養成講座　　

講演・講座 

全国から参加されるウオーカーを
あたたかく迎えていただける
ボランティア・スタッフを募集しています。

H

近年、自ら死を選ぶ人の数が
増えています。大切な人を自死
(自殺)によって失った家族は、
言葉では言い表せない様々な思
いに心が揺れ動き、苦しみを抱
え込んでおられると思います。
つらい気持ちをお一人で抱え込
むことなのない様に、ご自身の
お気持ちを誰かに伝えることも
一つの方法です。ぜひご相談く
ださい。秘密は厳守します。

■滋賀県立精神保健センター
1077-567-5010（草津市笠山）

■こころの電話
(月～金 10時～21時)
1077-567-5560
■京都いのちの電話
(24時間対応)
1075-864-4343
■長浜保健所

165-6610
■健康推進課

165-7779

大切な人を亡くされた
方々の

心 の相談窓口
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

３月26日(水)

４月11日(金)

３月18日(火)

４月24日(木)

４月８日(火)

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
浅井保健センター
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10月

平成19年11月

平成19年12月

平成19年４月

平成19年５月

平成19年６月

平成18年７月16～31日

平成18年８月１～15日

平成18年８月16～31日

平成17年８月１～15日

平成17年８月16～31日

平成16年８月１～15日

平成16年８月16～31日

■■び21日(金)

■■び21日(金) ■長24日(月)

■浅28日(金)

■長19日(水) ■浅28日(金)

■長17日(月)

■浅22日(火)

■浅22日(火) ■長30日(水)

■■び25日(金)

■長21日(月) ■■び25日(金)

■長16日(水)

■長17日(木)

■長８日(火)

■長９日(水)

■長２日(水)

■長３日(木)

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

４　　月３　　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
※41日以上間隔をあけて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３月25日(火)

■長４月25日(金)

長浜北小学区のお子さん ■長４月４日(金）

長浜小学区のお子さん ■長４月10日(木)

浅井地区のお子さん ■長４月14日(月)

長浜南小学区、びわ地区のお子さん ■長４月18日(金）

神照小学区のお子さん ■長４月23日(水）

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

予防接種名 対　象　・　接　種　方　法 持　ち　も　の

１期(初回、追加)：生後３か月～90か月(７歳６か月)未満
ジフテリア・百日せき・破傷風の三種混合ワクチンを
１期初回：20日から56日までの間隔で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
２期：11歳以上13歳未満(小学６年生の間に受けましょう。)

ジフテリア・破傷風の二種混合ワクチンを１回接種
(三種混合１期を３回以上受けていない場合は、受け方について医療機関に
ご相談ください。)
１期：満１歳～２歳未満
２期：平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ
３期：平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ
４期：平成２年４月２日～平成３年４月１日生まれ
混合ワクチンを、各１回接種します。
※２期３期４期対象の方には、４月中に通知します。

母子健康手帳、保険証

三種混合
ジフテリア
百日せき
破傷風

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、４月上旬に配布予定の『平成20年度長浜市健康づくり日程表』をご覧ください。

〔 〕
二種混合

ジフテリア
破傷風〔 〕

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

各種教室など

ちびっこひろば

もぐもぐひろば

０歳～就学前までのお子さんと保護者

〔離乳食教室〕２回コース

平成19年９月１日～平成19年10月31日生まれ

身体測定もできます。気軽に遊びに来てください。

お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。４月７日までに長浜市保健センターへお申込みください。

９:30～11:30

９:30～11:30

■■び３月28日(金)・■■び４月11日(金)

■■び４月18日(金)・■■び５月23日(金)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

平成20年度版「長浜市健康づく
り日程表」を全戸に配布(４月上旬
頃)します。
各種健診(検診)・予防接種等の

日程・会場・内容などが掲載され
ていますので、１年間保存してご
利用ください。

がん検診は、予約制です。検診日
の10日前までに、電話または長浜
市健康づくり日程表の申込ハガキで
予約してください。なお、胃がん検
診は、今年度から時間予約制となっ
ていますのでご注意ください。
集団検診体制の変更により、昨年

度から一部会場が変更になっており
ます。
詳しくは、平成20年度版長浜市

健康づくり日程表をご覧ください。

２月15日号４ページ(下段
左側)に掲載した「メンタル
ヘルス相談」についての質問
が多く寄せられていますの
で、補足説明をさせていただ
きます。

－無料相談の対象について－
今回の無料相談は、職場に

おける悩みをお持ちの管理監
督者・従業員などの方を対象
としております。一般の心の
相談については、無料相談の
対象外となりますのでご注意
ください。

お問合せは、
湖北地域産業保険センター
(7V８５７５)へ。

４月１日から、浅井地域での乳幼児健診・母子健康手帳の配布・各種相談などの会場が、浅井支所
内の浅井保健センターに変更になりますのでご注意ください。
※保健センターの窓口は支所の１階になります。 7a２４４６ / FAXa３６４１

４月１日から妊婦健康診査の制度が変わります。
現在妊娠中で、すでに母子健康手帳をお持ちの方は、３月31日で今お持ちの妊婦健康診査受診票が使用できなく
なります。４月１日以降に新しい妊婦健康診査受診票と交換しますので、母子健康手帳及び別冊・長浜市妊婦一
般健康診査受診票を持って、各保健センターにお越しください。詳細は、広報４月１日号でお知らせします。

４月から、小学生・中学生・高校生等の予防接種が変わります。
◆予防接種法施行令等が改正されたのに伴い、新たに中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人を対象に、麻
しん・風しん予防接種を５年間限定で実施します。
◆11歳以上13歳未満(小学６年生)が対象の二種混合予防接種(ジフテリア・破傷風)は、個別接種実施医療機関で
実施することになります。

【浅井地域での乳幼児健診等の会場変更のお知らせ】
４月１日
から

６月から
がん検診(有料)
結核健康診断(無料)
が始まります

写
真
は
平
成
19
年
度
版
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広報きゃんせ長浜　2008年３月15日 6古紙100％の再生紙を使用しています。

観覧車物語
著／福井優子　平凡社

観覧車といえば、遊園地のランドマ
ーク的な存在として定着しているが、
どのくらい昔から、どのように発展
してきたのか。世界や日本のレトロ
な観覧車から、記憶に新しいＨＥＰ
ファイブの赤いビルトイン観覧車ま
で、また駆動方式の違いなど、観覧
車に関するアレコレがここまで詳細
に記された本は他に類を見ない。

つきのゆうえんち
作・絵／のぞえ咲　ポプラ社

ななよは、ほうかご やくそくをして
いたさっちゃんが いっしょにあそべ
なくなって つまんない。そのとき
ちょうど とおりかかった ふしぎな
「ちんどんやさん」についていくと
そこは もものにおいのする ゆうえ
んちだった・・・。ある早春の、夢
をみたかのような女の子の一日。

ミッキーマウスの憂鬱
著／松岡圭祐　新潮社

日本随一の遊園地、夢と魔法の国とも
称される有名なテーマパーク。ここで
アルバイトをはじめた21歳の青年は、
友情・トラブル・純愛など様々なでき
ごとを通じて、裏方の意義や誇りに目
覚めてゆく・・・。フィクションとは
いえ、秘密のベールに包まれたバック
ステージの三日間を疑似体験できる一
冊になっている。

長浜図書館では、寄贈図書や除籍図書(雑誌を含
む)を対象に毎年恒例のリサイクルブックフェアを
開催します。

★お願い★
・大変な混雑が予想されますので、交通手段などに
ご配慮をお願いいたします。

・持ち帰る袋は各自持参してください。
・除籍済みの資料なので、書名などの検索はできま
せん。

・本は順次追加し、最終日も充分な数をご用意いた
します。

★ボランティアさんのおはなし会
３月15日(土) 11:00/びわ図書館　14:00/浅井図書館
３月22日(土) 11:00/びわ図書館(英語のおはなし会)
３月23日(日) 11:00/びわ図書館
４月 ５日(土) 11:00/長浜図書館
４月12日(土) 11:00/長浜図書館　11:00/びわ図書館

(↑英語のおはなし会)

行事のご案内 PICK UP

※掲載した以外にも、様々な月例行事を行っています。詳しくは各館へお問合せください。(市のホームページにも掲載中)

◆お問合せ先：長浜図書館（7VV２１２２） 浅井図書館（7aa３３１１） びわ図書館（7__４３０５）

◆休館日 ■は休館日です。

15

長　浜
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土 日 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 日月 火 水 木 金 土 木 金 土 日日月 火 水月
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

リサイクルブックフェア
３月25日(火)～30日(日)※27日(木)は休館
10:00～19:00(日曜は17:00まで)
ところ：長浜図書館視聴覚室

市では、３月20日（春分の日）を「長浜市環境にやさし
い日」と定めています。保存年限を過ぎた雑誌や古くなっ
た図書をみなさんに再利用していただくことで、環境問題
に取り組むきっかけづくりになれば幸いです。

引っ越しの多い季節です
登録されている住所や電話番号などが変わりましたら
図書館で変更の手続きをお願いします。


