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市では、本年度から京都大学大学院医学研究科と共同で、市民
の方１万人にご協力いただき、遺伝子解析を含む疫学研究「なが
はま０次予防コホート事業」を実施します。
この事業に安心してご参加いただけるように、個人情報保護の問

題や倫理的諸問題に対応するための基準となるルールの骨子を条例
(案)としてまとめました。次のとおりパブリックコメントを実施し
ますので、みなさまのご意見をお聞かせください。

【資料の閲覧場所】健康推進課(東別館１階)、浅井・びわ支所市民福祉課、市政情報コーナー、市ホーム
ページhttp://www.city.nagahama.shiga.jp/

【意見の提出方法】氏名、住所を記入していただき、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】〒526-0031八幡東町632番地　長浜市健康推進課(7X７７７９、FAXW１４３７)
Ｅメール：kenkou@city.nagahama.shiga.jp

ながはま０次予防コホート事業における
試料等の蓄積及び管理運用に関する条例(案)にご意見を

締切り
５月９日(金)

◆目的
事業に携わるすべての者が遵守すべき事項や基本的な仕組みを

定め、事業を安全かつ適正に推進する。

◆条例(案)の内容
①基本理念
②事業に携わる者(市長、医学研究科長、研究者など)の責務
③試料等に関する管理者の設置義務化
④事業および個別研究を実施する場合の手続きの義務化
⑤事業および個別研究の進捗状況管理および公表の義務化
⑥見直し条項の設定

市有地を一般競争入札で売却します。
お問合せは、財務課(7X１７１７)へ。

■売却物件概要

■申込期間：５月12日(月)～30日(金)
■入 札 日：６月10日(火)
※申込資格や売却条件の詳細は、財務課で配布している入札案
内書でご確認ください。市ホームページからもダウンロード
可能。URL http://www.city.nagahama.shiga.jp/

所　　在　　地

①神照町字下高町872番16

②神照町字下高町872番23

地目

宅地

宅地

面　積

241.30㎡

241.30㎡

最低売却価格

11,582,000円

12,065,000円

一般競争入札とは
複数の申込者が価格を競い合い、市があ
らかじめ定めた予定価格(最低売却価格)
以上で最も高い価格をつけた方に購入し
ていただく方法です。

●ケーズデンキ
●ネッツトヨタ

●多喜寿し

①
②

国道８号線

●

インテリアタケダ

H



申請・お問合せは、福祉課(7X６５１８)、浅井支所市民福祉課(7a４３５４)、びわ支所市民福祉課
(7_５２５３)へ。
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①滋賀県内に、事務所または活動
拠点がある。②継続的な活動が期
待できる。
【対象事業】県内の地域において行う

子どもに関わる非営利の
支援事業など５つの条件
をすべて満たす事業

【助成額】対象事業費の４分の３以内
【締切り】５月30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。

■■問市社会福祉協議会(1. 62１８０６)
URL http://www.shigashakyo.jp

市では、男女の人権が共に尊重され、
いきいきと活躍できる「男女共同参
画社会」の実現をめざし、様々な取
り組みを進めています。そこで、広
く市民のみなさんの意見をお聞き
し、共に「男女共同参画社会」を推
進するための委員を募集します。

【応募資格】次の条件をすべて満たす人
①男女共同参画社会の実現に向け
て建設的な意見を持つ人、②年２
回の委員会(平日開催)に参加できる
人、③平成20年４月１日現在、年
齢が満18歳以上の人(ただし、高校
生は除く)、④市内に在住、通勤ま
たは通学している人、⑤公職にあ
る人および常勤の公務員以外の人、
⑥市の附属機関の委員を３つ以上
していない人
【募集人数】３人※委員の決定は、選

考委員会で選考により行
います。

【任　期】平成20年６月1日から
平成22年５月31日まで

【応募方法】住所・氏名･年齢･性別・
電話番号、男女共同参画
社会づくりに関する意
見・提案(800字以内)を添
えて、郵送または電子メ
ールで応募してください。

【締切り】５月７日(水)必着
■■申〒526-8501高田町12番34号
人権施策推進課(1. 65６５６０)
E-mail:jinken@city.nagahama.shiga.jp

長浜市男女共同参画を進める　
パートナーシップ委員会委員募集

【応募資格】通勤・通学でＪＲを利用さ
れる人

【利用期間】５月１日～平成21年３月31日
【募集台数】長浜駅西駐車場２台

田村駅東駐車場15台
※多数の場合抽選

【利用料金】長浜駅西：5,000円/月
田村駅東：4,000円/月

【申込方法】印鑑をお持ちいただき、長
浜地域整備㈱(長浜駅西駐
車場管理棟内)で直接お申
込みください。

【締切り】４月24日(木)
■■問市民協働課(1. 65８７２２)または
長浜地域整備㈱(1. 65５５８５)

地域の中で取り組まれている子育て
支援活動に必要な経費を助成します。
【助成対象】次の①・②の条件を満た

す民間のグループ、団体

市営駐車場の定期利用者募集

地域の子育て支援活動を支援

募　集 

【と　き】４月29日(火・祝)
【ところ】滋賀県立長浜ドーム
10:00 関西学院中学部VS南中

南山中学校VS西中
11:00 岐阜リトルファントムズ

VS草津リトルパンサーズ
14:30 立命館大学パンサーズ

VS神戸大学レイバンズ
【入場料】高校生600円(前売り500円)

一般1,200円(前売り1,000円)
※中学生以下無料

■■問県アメフト連盟加藤(1. 65６５５０)

【と　き】５月３日(土)13時から
【ところ】大津地方・家庭裁判所別館
【内　容】裁判官と一緒に行う裁判

員裁判模擬評議等
【定　員】70人(先着順)
【受付期間】４月21日(月)～５月２日(金)
■■申大津地方裁判所事務局総務課庶務係
(申込専用電話：1090-2389-3466)

【と　き】５月14日～７月16日の毎
週水曜日10時～12時(全
10回)

【ところ】長浜市民体育館
【対　象】一般男女(お子様連れは不可)
【内　容】ラケットの振り方からスト

ロークの基本レッスン等
【定　員】30人(先着順)

【受講料】5,000円(保険料等込み)
【申込方法】市民体育館にある申込用紙

に必要事項を記入して提出
してください。

■■問生涯学習スポーツ課(1. 65８７８７)

－メタボリックシンドローム解消法－
【と　き】５月８日(木)13時30分から
【ところ】六荘公民館
【講　師】㈱Perfect Trainers

健康運動指導士
河野洋允氏

■■問湖北医師会(1. 74３７０７)

【と　き】７月16日(水)～９月29日(月)
【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)
【定　員】50人
【受講料】全科目(20単位)93,000円

講義(１単位)5,000円
演習(１単位)7,000円

【募集期間】５月７日(水)～30日(金)
■■問滋賀文教短期大学(1. 63５８１５)
URL http://www.s-bunkyo.ac.jp

①知っておきたい年金の知識
(年金基礎編)13時30分～15時30分
【と　き】５月９日(金)
②利口な社会保険受給のために
(年金応用編) 13時30分～15時30分
【と　き】５月23日(金)
①・②共通
【ところ】長浜商工会議所
【定　員】30人
■■問滋賀高齢期雇用就業支援コーナー
(1077-527-2201)

第58回長浜ひょうたんボウル　

憲法週間記念行事

健康講演会

図書館司書講習

職業生活設計セミナー　　　

小規模企業者を対象とした長浜市の
融資制度「小口簡易資金」の相談お
よび受付窓口を下記のとおり５月１
日から変更し、適切な経営相談等を
行います。
■現　　在：市役所商工振興課

■５月以降：長浜商工会議所(高田町)
1. 62２５００
浅井商工会(内保町)
1. 74０１９４
びわ商工会(落合町)
1. 72４３４９

■■問商工振興課(1. 65８７６６)

平成20年度分の「はり・きゅう・
マッサージ施術助成券」をお渡しま
す。市内の治療機関を利用される際
に、この助成券１枚あたり千円の割
引が受けられます。
【配布対象】市内在住で満65歳以上の人

※はり・きゅう・マッサ
ージで健康保険の給付
を受けている人を除く。

【配布場所】高齢福祉介護課、各支所市
民福祉課、介護あんしん窓
口(長浜地区)、市民交流セ
ンター、なつめ会館、長浜
地区・浅井地区(中央を除
く)各公民館

■■問高齢福祉介護課(1. 65７７８９)
浅井支所市民福祉課(1. 74４３５４)
びわ支所市民福祉課(1. 72５２５３)

小口簡易資金融資受付窓口の変更

はり・きゅう・マッサージ施術費を助成

お知らせ 催　し 

初心者バドミントン教室受講生募集

講演・講座 

H

１．保健師助産師看護師法(昭和
23年法律第203号)による看
護師(①・③)または助産師
(②・④)の免許を有する人(平
成21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、
交替勤務ができる人

２．①・②昭和43年４月２日以
降に生まれた人、③・④昭和
33年４月２日以降に生まれ
た人

受　験　資　格職　　種 採用予定人員

①病院看護師 65人程度

５人程度

10人程度

２人程度

②病院助産師

③病院看護師
(随時)

④病院助産師
(随時)

★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。

試　　験　　日 申込締切り

第１回 ８月９日(土)

第２回 ９月27日(土)

第３回 10月25日(土)

第４回 11月22日(土)

随　　　時

８月１日(金)

９月19日(金)

10月17日(金)

11月14日(金)

平成21年２月27日(金)

①・②

③・④

※①・②は５月１日(木)から申込みの受付を開始します。
③・④は申込み受付中

【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)

しょうがいのある人を対象に、新しく２つの給付事業をはじめます
①対象：人工内耳を装着している人　
◆内容

人工内耳用電池代の一部を給付します。た
だし、自己負担は１割で、１か月の上限額は
2,800円です。
※購入される前に申請してください。

◆申請時に必要なもの
・人工内耳装用者であることを証明するもの
・印鑑

②対象：市の日常生活用具給付等事業でストマ装
具または紙おむつの給付を受けている人

◆内容
基準月額を越えて、自費購入した分の半額

を給付(上限あり)します。
◆申請時に必要なもの
・領収書(４月以降に購入されたものすべてを
持参してください。)
・本人名義の預金通帳(㈱ゆうちょ銀行以外)
・印鑑

市職員を募集します(市立長浜病院)
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

５月21日(水)

６月26日(木)

４月24日(木)

５月９日(金)

５月16日(金)

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11月

平成19年12月

平成20年１月

平成19年５月

平成19年６月

平成19年７月

平成18年８月１～15日

平成18年８月16～31日

平成18年９月１～15日

平成18年９月16～30日

平成17年９月１～15日

平成17年９月16～30日

平成16年９月１～15日

平成16年９月16～30日

■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)

■■び30日(金)

■長28日(水) ■■び30日(金)

■浅23日(金)

■長20日(火) ■浅23日(金)

■長26日(月)

■長27日(火)

■長13日(火)

■長14日(水)

■長８日(木)

■長９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

５　　月４　　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。
（春１回・秋１回）
※できるだけ、１歳半までにすませるよ
うにしましょう。

■長４月25日(金)

■長５月29日(木)

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）

北郷里、南郷里小学区のお子さん ■長５月７日(水）

各日程（全地区対象）で ■長５月12日(月）

受けられなかったお子さん ■長５月15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
浅井保健センター
7７４－２４４６
FAX７４－３６４１

■■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月から、浅井地区の健診は「浅井保健センター(浅井支所内)」で行っています。
お間違えのないようにお越しください。
※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

母子健康手帳、保険証

３・４期のみ
予診票、
同意書(必要な方)

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　４月から、小学生・中学生・高校生等の予防接種が変わりました。

※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20年度長浜市健康づくり日程表』をご覧ください。

◆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
ることになりました。

〔 〕

〔 〕

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
０歳～就学前までのお子さんと保護者

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 ■■び４月23日(水)・■■び５月９日(金)

対　　象　　な　　ど事　　業　　名 時　間 とき・ところ

－お知らせ－
先日配布させていただいた『平成20年度長浜市健康づくり日程表』の14ページ中に、一部誤りと個別予防
接種実施医療機関に追加がありました。修正版を配布しますので、差し換えてお使いください。

めざせ！健康日本一
ながはま

市は、新市における健康推進計画「健康ながはま21」
を３月に策定しました。
■「健康ながはま21」とは
①市民が健やかで心豊かに生活できるために、働き盛り
の人の死亡を減らし、健康である期間を延ばすととも
に、生活の質の向上を実現するための指針となるもの
です。

②この計画は、市民一人ひとりはもちろん、家庭、地域、
学校、企業、行政が一体となって取り組むものです。

■重視する取り組み
○「一次予防」
病気の早期発見や早期治療に加え、健康を増進し、病
気や障害の原因となる生活習慣を改善します。

○「ヘルスプロモーション」（※右図参照）
一人ひとりが、健康的な行動をとりやすいように社会
環境を整えます。

■具体的には
①食生活、②身体活動・運動、③喫煙、④飲酒、⑤
心・休養、⑥歯科、⑦健康管理・病気の管理、⑧認知
症対策の８つの分野に分け、それぞれに目標を設定し
ます。

８つの分野の目標
①食生活：楽しみながら自分にあった食事ができる。
②身体活動・運動：仲間と楽しく身体を動かす。
③喫煙：喫煙の害から健康を守る。
④飲酒：飲酒の害から健康を守る。
⑤心・休養：心豊かに自分らしい生活をする。
⑥歯科：歯つらつと生きる。
⑦健康管理・病気の管理：自分にあった健康管理が
できる。

⑧認知症対策：認知症を予防する。
※それぞれの分野の具体的な課題、課題の対策方法
については、今後、「ほけんだより」でお伝えして
いきます。

★ 
健康 

めざすのは 

生活の質の向上 

坂道(負担)

本人、家庭、地
域、学校、企業、
行政が一体とな
って、個々の負
担を軽くしよう！ 

※ヘルスプロモーション 

本人 
家庭 

地域 
学校 
企業 
行政 
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お問合せは、長浜市民会館(7U３０９５)へ。

Ⅰ「初夏にもっとリラックス！inびわ」
【と　き】５月22日(木)19時開演
【ところ】びわ文化学習センター(リュートプラザ)
【料　金】一般2,000円、学生(高校生以下)1,000円
【内　容】フルート＆ファゴット＆ハープで奏でる癒し

の音楽
楽器体験：ハープを弾いてみよう、ファゴ
ットの仕組み解説、藤岡幸夫氏(関西フィル
指揮者)、西濱秀樹氏(関西フィル)によるトー
クコーナー

Ⅱ「盛夏は、だってリラックス！in浅井」
【と　き】７月30日(水)19時開演
【ところ】浅井文化ホール
【料　金】一般2,000円、学生(高校生以下)1,000円
【内　容】関フィルブラスセレクション

(11種類の管楽器によるアンサンブル)
藤岡幸夫氏(関西フィル指揮者)、西濱秀
樹氏(関西フィル)によるトークコーナー

Ⅲ「関西フィルハーモニー管弦楽団
リラックスコンサートin長浜 VOL.6」

【と　き】９月６日(土)17時開演
【ところ】長浜市民会館
【料　金】指定席4,000円、自由席(一般)3,000円

自由席(高校生以下)2,000円
【曲　目】１部：エルガー 威風堂々他

２部：ドヴォルザーク「新世界より」

今年のリラックスコンサートは市内３公演！

特別ゲスト

ヴァイオリン

川井　郁子 さん

チケットは４月19日(土)３公演とも一斉発売！※３公演通し券も同時発売(予定)

その二「ターミナルはどなたでもご利用いただける宿泊施設です！」
サイクリングターミナルは、スポーツ少年団やクラブの合宿、社員研修や会議、グループの懇親会等

に１人から最大80人まで、どなたでもお気軽に安心して、しかも安価でご利用いただける施設です。

【宿泊料金】●素泊り１室２人以上ご利用の場合
大人3,000円、中学生2,300円、小学生2,000円
※１人１室ご利用の場合は500円増し。

●１泊２食付きの場合は、大人5,100円～
☆10人様以上でご利用の場合は、最寄り駅からマイクロバスで

送迎いたします。

【参加費】事前申込：大人1,500円、中学生以下500円(4/28まで)
当日申込：大人2,000円、中学生以下800円

【参加記念品】大会誌、オリジナル記念品、ゼッケン、コース地図、
記念バッジ、完歩証など

※中学生以下の申込みは一部記念品等が変更されます。

【コース】
■１０日(土) ■１１日(日)
Ａ：中山道宿場めぐり40㎞　　　 Ｅ：湖北戦国の道35㎞

Ｂ：国宝彦根城20㎞　　　　 Ｆ：鉄砲の里国友・姉川20㎞

Ｃ：近江母の郷15㎞　　　　　　 Ｇ：北国街道15㎞

Ｄ：びわ湖南回り10㎞　　　　　 Ｈ：びわ湖北回り10㎞

※Ｂコースのみ県立彦根総合運動場で受付けとなります。

－コース沿線の住民のみなさまへ－
大会当日は大変ご迷惑をおかけしますが、全国からのウオーカーにあたたかい声援をよろしくお願いします。

びわ湖長浜ツーデーマーチ
と　き：５月10日(土)・11日(日)
主会場・ゴール：豊公園噴水広場

★当日申込みもＯＫ！スタート会場で受け付けます。
★団体参加(10人様以上)は、割引のある事前申込みがお得
です！

長浜市サイクリングターミナル　7V９２８５
名越町1016-1 県立長浜農業高等学校南へ500ｍ

びわ湖長浜ツーデーマーチとは、全国から約4000人
が集う県内最大のウオーキングの祭典です！

参加申込書請求・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。
ツーデーマーチホームページ http://www.ex.biwa.ne.jp/̃biwako2dm/

耳より情報その①
10人以上の団体でお申込みの場合は、
割引制度があります。仲間やサーク
ル、子ども会など各種団体でウオー
キングに参加してみませんか？

※ただし、団体割引は事前申込みの
場合のみとなっています。お早め
にお申し込みください！

耳より情報その②
ゴール後に豪華賞品があたる抽選会
を行います。その他ゴール会場では、
ミニコンサート等楽しいアトラクシ
ョンが盛りだくさん！

割引例10人以上の場合
大　　　人　1,500円→1,200円
中学生以下　 500円→ 400円

サイクリングターミナルから２つのお知らせ
その一「菖蒲湯を無料開放します！」
菖蒲湯は、ショウブが邪気を払うと言われ、無病息災、武運長久を願って

菖蒲湯に浸かったのが風習になったと言われています。清々しい菖蒲湯でリ
フレッシュしませんか。
【と　き】５月９日(金)～11日(日) 13時～16時
【ところ】長浜市サイクリングターミナル
【対　象】無料でどなたでもご利用いただけます。
【その他】タオル・バスタオルはご持参ください。
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新人だった！
著／原田宗典　角川書店

誰にでもある「新人」時代。その真
っ最中の人なら他人事とは思えず、
小心者のハラダ青年に「ガンバレッ」
とつぶやいてしまいそう!?また
「元・新人」さんなら、「大丈夫だよ」
と声をかけたくなるのではないでし
ょうか。「初心忘るべからず」・・・
春になるたびに振り返りたい、そん
な過去の自分が、この本のどこかに
潜んでいそうな気がします。

いちねんせいのがっこうたいけん
作／おかしゅうぞう 絵／ふじたひおこ

佼成出版社
いちねんせいになったしゅんちゃん
は、あるひ、じゅぎょうで「がっこ
うたんけん」にでかけます。にねん
せいのおにいさんやおねえさんに、
いろんなところにつれていってもら
いました。としょしつやりかしつ、
きゅうしょくしつ、ほけんし
つ・・・。みんなも「がっこうたん
けん」にでかけよう！どんなきょう
しつがみつかるかな？

初対面の教科書
編／「おちさまとプロデュース初対面の教科書」を作る会

ＮＨＫ出版
何かと「はじめまして・・・。」の多い
この時期におすすめの一冊。といって
も、マナーブックのような実用的なハ
ウツー本ではありません。初対面のド
キドキが、「少し苦手」から「ちょっと
楽しみ」くらいまで気持ちが前向きに
なります。これって大きいと思いませ
んか？ラジオのパーソナリティー経験
を持つ有名放送作家が放つ、読んで楽
しいコミュニケーション考。

祝日(１月１日を除く)は３館とも開館し、開館時間も曜日に関係なく19時
までご利用いただけるように変更します。

■６月１日からの休館日と開館時間
【休館日】
長浜図書館　　　　毎週 曜日

浅井・びわ図書館　毎週 曜日

※祝日は開館します。

【開館時間】
時から　　　時　※３館共通

◆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。
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長　浜
浅　井
び　わ

４　　　　　　月 ５　　　　　　月

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

６月１日(日)図書館がさらに利用しやすくなります

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りましたら、図書
館で変更の手続きをお願いします。

図書館だより

火 10 19

水 毎月最終木曜日の月末整理日と年末年始、
特別整理期間は、従来どおり休館させて
いただきます。

※各図書館では、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)


