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【ところ】大手門通り商店街アーケード
【内　容】湖北の生鮮野菜・物産の販

売のほか、子どもラジオ体
操や風船飛ばし、フリーマ
ーケットも開催します。

■■問特定非営利活動法人まちづくり役
場(1 . 65３３３９)

【と　き】８月２日(土)※雨天決行
７時30分～９時30分

【ところ】長浜地方卸売市場
【内　容】卸売場・セリ場などの見

学、うなぎのつかみどり
体験、-30℃の冷蔵庫入庫
体験、果物・刺身の試食、
参加者全員に記念品進呈

【対　象】市内及び近隣市町在住の
小学生と保護者

【定　員】25組(応募多数の場合抽選)

【参加料】無料
【締切り】７月28日(月)17時
【申込方法】電話かＥメールで
■■申長浜地方卸売市場(1 . 63４０００、
E-mail:nagasijo@mx.biwa.ne.jp)

知ろう！わかろう！やってみよう！
【と　き】８月10日(日)、11月９日(日)

※全２回
【ところ】８月：長浜市民交流センター

11月：六荘公民館
【対　象】市内在住の小学４年生以

上と保護者(親子で参加で
きる人)

【内　容】自転車発電体験、エコラ
イフ診断、クイズなど

【講　師】ひのでやエコライフ研究所
大関はるか氏

【定　員】30組(先着順)※参加費無料
■申環境保全課(1 . 65６５１３)

夏休み親子市場見学会

長浜環境塾 親子向けエコライフ講座

【開設期間】７月19日(土)
～８月17日(日)９時～16時

※荒天時は閉鎖することがあります。
■■問観光振興課(1 . 65６５２１)

夜景と花火が楽しめる！
長浜・北びわ湖大花火大会当日、クリ
スタルプラザ展望研修棟６・７階を無
料開放します。申込みは不要です。
【と　き】８月５日(火)18時～21時
※展望研修棟での飲食はできません。
■■問湖北広域行政事務センター(1 . 62

７１４３)

北国街道うまいもん処うだつ会の設立
20周年を記念して朝市を開催します。
【と　き】７月26日(土)６時30分～10時

南浜水泳場オープン

クリスタルプラザ展望研修棟を開放

秀吉さんのおかげ朝市

催　し 

北京パラリンピック
代表選手がやってくる！

９月に北京で開催されるパラ
リンピックのシッティングバレ
ー日本男子代表選手が、当市で
大会前の強化合宿を行われます。
練習は公開で行われ、一般の人
もシッティングバレーを体験し
ていだだける時間も設けられま
すので、みなさんお誘いのうえ
お越しください。

【と　き】７月21日(祝)
９時～16時

※体験の時間は12時～13時です。
運動のできる服装でお越しください。

【ところ】北郷里小学校体育館

■■問シッティングバレー日本代表
田中選手(7m３４５３)

シッティングバレーとは
座って行うバレーボールで、通常
の６人制バレーボールのルールを
基にした競技です。国内では、し
ょうがいを持つ人と健常者がチー
ムをつくったり、男女混合で試合
を行うこともあります。

★ゴミは必ずお持ち帰りください。
★会場周辺は大変混み合い危険で
すので、マイカーでのご来場は
ご遠慮ください。

★立入禁止区域は危険ですので絶
対に入らないでください。

★19時～22時までは周辺で船舶
の航行はできません。(夜間航行
はエリなどもあり大変危険です)

★大会の安全な運営のため、警察
官・警備員・大会関係者の指示
に従ってください。

■■問観光振興課(7XX６５２１)

お願いお願い

８/５
(火)

19時30分から
長浜港湾一帯

長浜・北びわ湖大花火大会長浜・北びわ湖大花火大会
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児童文化センターでは、子どもたち
に安全に遊んでいただくため、夏休
み期間中の利用時間を年齢ごとに設
定しますのでご協力ください。
【実施期間】７月19日(土)～８月31日(日)
【時間区分】※乳幼児は保護者同伴
乳　幼　児：９時～12時45分
小学生以上：13時～16時45分
■■問児童文化センター(1 . 65６４３３)

－設立３年以内の団体に奨励金－
会員数が10人以上で、市内に活動
拠点があるなど５つの条件を満たす
サークルや団体に対し、審査のうえ、
奨励金を交付します。
【対象分野】美術、音楽、演劇、文学、
舞踊、伝統文化、伝統芸能、映像

【締切り】８月29日(金)
【奨励金額】年間30,000円を限度
■■申長浜文化芸術団体協議会事務局(生
涯学習スポーツ課内1 . 65６５５２)

９月に実施されるJAドックの健診費
用を助成します。助成を希望される
人は、保険証を持参のうえ市窓口(保
険医療課等)で申請してください。
※JAドック自体の申込みはJAレー
ク伊吹(1 .52６５３２)で手続きを
してください。

【対　象】長浜市の国民健康保険に加
入していて、保険料の滞納
がない40歳以上の人で、特
定健診を受診していない人

■助成後の自己負担額
JAドック健診(6,100円)
ミニドック健診(1,600円)

【締切り】８月20日(水)
※他のドックの受付は６月で終了し
ました。

■申保険医療課(1 . 65６５１２)
浅井支所市民福祉課1.74４３５３)
びわ支所市民福祉課(1.72５２５３)

児童文化センター(ｻﾝｻﾝﾗﾝﾄﾞ) 
夏休み期間中の利用時間　

文化サークル・団体の活動を支援

JAドックの健診費用を助成します

－防犯灯が点いていないときは－
市では防犯灯の点検等を定期的に行
い維持管理に努めていますが、もし
点灯していない防犯灯を見つけられ
た時は、お手数ですが下記窓口まで
ご連絡いただき安全安心のまちづく
りにご協力をお願いします。
■■問市民協働課(1 . 65８７２２)
浅井支所地域調整課(1 . 74４３５０)
びわ支所地域調整課(1 . 72３２２１)

水稲病害虫防除を下記のとおり行い
ます。散布区域のみなさんにはご迷
惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。(天候等で日程変更あり)
■長浜地域(地上防除)
７月20日(日)、８月10日(日)
午前５時頃から７時頃まで

■浅井地域(無人ヘリ防除)
８月10日(日)～13日(水)
早朝から10時頃まで

■びわ地域
無人ヘリ防除：８月４日(月)～６日
(水) 午前５時頃から10時頃まで
地上防除：７月26日(土)～８月４
日(月) 早朝から10時頃まで

■■問長浜・びわ地域(農林水産課1. 65６
５２２)、浅井地域(JA北びわこ浅井
虎姫営農経済センター1.74０００２)

安全安心のまちづくりにご協力を

水稲病害虫防除にご協力を

お知らせ 11月２日(日)公演予定の「第12回長
濱ゆう歌舞伎」に出
演していただける
人と大道具製作な
どにご
協力い
ただけ
る人を
募集し
ます。

【対　象】15歳以上の人(中学生除く)
※ご希望の人は、７月25日(金)の19
時から曳山博物館において説明会
を開催しますのでご参加ください。

■問長濱ゆう歌舞伎実行委員会、渡辺
(1.62３７７６)、川村(1.62１００９)

【と　き】８月24日・31日・９月14日
(全３回)13時30分～15時30分

【ところ】六荘公民館
【講　師】吉岡俊之氏
【対　象】外国人に日本語を教えてみ

たい人、長浜ユネスコ日本
語教室で講師として活躍い
ただける人

【定　員】40人(先着順)
【受講料】1,000円(全３回分)
【締切り】８月18日(月)
■申長浜ユネスコ協会事務局(生涯学
習スポーツ課内1 . 65６５５２)

－けがで歯がぬけてしまったら？
折れてしまったら？－

知っててよかった！歯のけが口のけが
【と　き】８月７日(木)13時30分から
【ところ】長浜市民交流センター
【講　師】西本歯科医院

泉　英之先生
※参加無料で申込みは不要です。
■問健康推進課(1 . 65７７７９)

【と　き】７月27日(日) 13時30分から
【ところ】市立長浜病院(２階講堂)
■第１部「講演会」
放射線治療でがんはどこまで治せるか
■第２部「意見交換会(公聴会)」
滋賀県のがん対策の方向性について

※参加無料で申込みは不要です。
■■問市立長浜病院がん相談支援センター
(1 . 68２３５４)

長浜市公民館事業「かえる講座」
【と　き】８月２日(土) ９時～12時
【ところ】六荘公民館
【講　師】小林孝子氏
【対　象】市内在住・在勤の人
【定　員】30人(先着順)
【参加費】600円(当日徴収)
【持ち物】カッター
■■申六荘公民館(1 . 62０１９８)

【と　き】７月26日(土)９時30分から
【ところ】長浜公民館
【内　容】ゴーヤカーテンで省エネを

実践されている「小エネル
ギー推進市民フォーラム
(草津市)」のみなさんの体
験談と、ゴーヤを使った料
理体験

【定　員】30人(先着順)
【参加費】500円
【締切り】７月23日(水)
■■問長浜市消費学習研究会事務局(環
境保全課内1 . 65６５１３)

長寿(後期高齢者)医療制度のあれこれ
【と　き】８月５日(火)13時30分から
【ところ】長浜市民交流センター
【対　象】市内在住・在勤の人
【定　員】30人
※参加無料で申込みは不要です。
■■問長浜市民交流センター
(1 . 65３３６６)

【と　き】８月10日(日)
９時15分～13時

【ところ】六荘公民館
【対　象】４～10歳の子どもと保護者
【定　員】15組(先着順)
【参加費】大人500円、子ども300円
【申込方法】電話(18時以降)で下記まで

お申込みください。
【締切り】８月５日(火)
■■申食育ながはま元気っ子の会
(担当：村田1 . 62１３８５)

長濱ゆう歌舞伎役者＆スタッフ募集

創作講座　絵手紙＆落款作り

くらしの省エネ学習会

市民交流センター「ふれあい講座」

旬の野菜を使った親子料理教室　

【と　き】８月１日(金)※小雨決行
勤労者総合福祉センター
「臨湖」前に８時50分集合
※事前申込は不要です。

【内　容】琵琶湖岸の空き缶拾い
■■問長浜市消費学習研究会事務局(環境
保全課内1 . 65６５１３)

牛乳パックとペットボトルを使って
オリジナル作品を作ってみませんか。
【対　象】市内の小学生
【部　門】小学生低学年・中学年・

高学年の３部門
【応募条件】低・中学年は牛乳パック、

高学年はペットボトルを
使用した、たて50cm×よ
こ50cm×高さ50cm以内
の未発表作品※１人(グル
ープ)１点まで

【応募期間】９月１日(月)～12日(金)
【応募方法】市内公共施設等にある応

募用紙(市のホームページ
からもダウンロード可)に
作品の写真を貼って下記
まで送付してください。

■■申〒526-8501高田町12-34
環境保全課(1 . 65６５１３) 

市立長浜病院では、地域に根ざした
病院事業を推進していくために病院
運営について協議いただく委員を次
のとおり募集します。
【応募資格】市内在住で20歳以上の人、

常勤の公務員と国・地方
公共団体の議員でない人、
広い視野に立って様々な
角度から建設的な意見・
提案をいただける人、平
日に開催する委員会に出
席できる人

【募集人数】２人以内
【任　期】委嘱の日から２年
【応募方法】所定の応募用紙に必要事

項を記入し800字程度の
意見書を添えて、持参､郵
便、メールのいずれかの
方法でお申込みください。

【締切り】７月31日(木)
■■申〒526-8580大戌亥町313
市立長浜病院管理課(1 . 682324)
E-mail:nch@mx.biwa.ne.jp

空き缶キャンペーン参加者募集

リサイクル工作コンテスト

市立長浜病院運営協議会委員を募集

募　集 

日本語の教え方教室

健康教室

がん医療講演会

講演・講座 

臨時健康相談窓口を
開設します

平成８年度から平成18年４
月までの間に市の保健事業(保
健相談・糖尿病教室・健康体験
フェアー)において、血糖値を
測定する際に採血穿刺用器具を
使用していました。針は一人ひ
とり交換していましたが、キャ
ップ部分は消毒して共用してい
ました。
今後は、このようなことがな

いよう注意して保健事業に取り
組みます。
この期間に市の保健事業を受

けた方でご心配のある方は、下
記相談窓口までご相談ください。

【窓口】
健康推進課(7X７７７９)
※平日の８時30分～17時15分
※相談窓口の開設は８月29日
(金)までとなります。

市では、市民のみなさんに市政に対する理解と信
頼を深めていただくため、情報公開条例と個人情報
保護条例を制定し、市が保有する公文書をみなさん
からの請求に応じて公開しています。
昨年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

の情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況は右
のとおりです。
また、市議会の議案書や議事録、統計書等の行政

資料をみなさんにご覧いただけるよう、市役所本館
の１階に市政情報コーナーを設けていますのでご利
用ください。

■平成19年度 情報公開条例の運用状況
①公文書の公開請求の件数　４０件
②公文書の公開請求に関する決定状況
公開　　１３件　　部分公開　２２件　　非公開　６件
不存在　　０件　　取下げ　　　０件
③不服申立ての件数　０件
④市政情報コーナーのコインコピー機の利用枚数
７，８６１枚
※一つの請求が複数の所属にまたがり、それぞれの所属ご
とに決定を行ったものがあるため請求件数と決定件数は
一致しません。
■平成19年度 個人情報保護条例の運用状況
①個人情報の開示請求等の件数　２２件
②個人情報の開示請求等に関する決定状況
開示　１６件　　部分開示 ４件　　不訂正 ０件
不開示　２件　　取下げ　 １件
③不服申立ての件数　０件

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況

お問合せは、総務課(7X６５０３)へ。

夏の交通安全県民運動　７月15日(火)から24日(木)まで夏の交通安全県民運動　７月15日(火)から24日(木)まで
★重点項目　①子どもと高齢者の交通事故防止

②全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
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※各種がん検診､骨粗しょう症検診､歯周疾患検診､託児は予約制です。電話で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20年度長浜市健康づくり日程表』をご覧ください。
※長浜市国民健康保険特定健診を受診される方は、必ず受診券と被保険者証を持って受診してください。
※市民税非課税世帯(特定健診は除く)、生活保護世帯の人は、無料で受診できます。受けたい健診(検診)日の２週間前ま
でに健康推進課窓口へお越しください。

※リフト車による結核健康診断でリフトをご利用の場合は、事前に健康推進課へご連絡ください。

Ｂ型またはＣ型肝炎の治療にインターフェロン治療が必要な人に対し、その費用(医療費から医療保険を除いた自己負
担分)の一部を所得に応じて公費により助成しています。
ただし、厚生労働省が定めた認定基準がありますので、適用は申請に基づき審査で承認された場合に限ります。

申請・お問合せは、長浜保健所(7XX６６６３)へ。

長浜市の幼少年期の朝食欠食率（平成18年度調査）は、右記の表のとおり
で、「健康ながはま21」では各年齢層の朝食欠食率の目標を０％としています。
朝起きた時、人の体温は低く血糖値も低い状態です。朝起きた時ボーっとし

ているのは、これらが原因で脳が十分に働くことができないためです。
そこで朝ごはんが必要となります。
朝ごはんを食べると血糖値や体温が上がり、脳と体の働きが活発になります。午前中から元気に遊んだり、集

中して勉強するためには朝ごはんが欠かせません。
朝ごはんの大切さを今一度見直してみましょう！

ウィルス性肝炎に対するインターフェロン治療医療費助成について

※各種乳幼児教室は、全てびわ保健センターで開催
します。

各種集団健診・検診

22日(火)

23日(水)

1日(金)

3日(日)

5日(火)

８日(金)

12日(火）

18日(月)

19日(火)

27日(水)

28日(木)

びわ保健センター

サンパレス

長浜市保健センター(午後)

六角館

長浜市保健センター(午後)

びわ保健センター

浅井保健センター

浅井保健センター(午後）

長浜市保健センター

びわ保健センター

サンパレス(午後)

長浜市保健センター

浅井保健センター

長浜市保健センター

六角館(午後)

びわ保健センター

○

○

※受付時間　平日9:15～11:00、休日8:00～11:00(結核健康診断は平日･休日ともに、11:15まで）
(午後)は、長浜市保健センター･サンパレス･六角館14:00～15:30、浅井保健センター13:00～14:30

●胃、●大、●子、●乳

●胃、●大、●生、●特、●肝、●結

●生、●特、●肝

●胃、●大、●子、●生、●特、●肝、●結

●生、●特、●肝

●胃、●大、●子、●乳、●骨、●結 (リフト)

●胃、●大、●子、●乳、●骨、●結

●大、●子、●乳

●歯 ※受付時間13:30～15:30

●胃、●大、●生、●特、●肝

●生、●特、●肝

●胃、●大、●子

●生、●特、●肝

●大、●子、●生、●特、●肝、●骨、●結

●生、●特、●肝

●大

●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

●骨＝骨粗しょう症検診

●結＝結核健康診断
※(リフト)＝リフトの付いた検診
バスです。車イスのまま乗車で
きます。

●生＝生活習慣病健診　

●特＝長浜市国民健康保険特定健診

●肝＝肝炎ウイルス検診

●歯＝歯周疾患検診

と　　き と　こ　ろ 内　　　　　容 託児 記号の説明

７
　
月

８
　
　
　
　
　
　
月

ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ。

事業名・時間 対象など と　　き
〔初期～中期〕
２回コース

平成20年１月１日～
２月29日生まれ

１回コース

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。

平成18年８月１日～
平成19年２月28日生まれ

お子さんの月齢にあわせた離乳食･幼児食の調理実
習をします。
８月11日までに健康推進課へお申込みください。

８月29日(金)
９月26日(金)

８月22日(金)

７月18日(金)
８月１日(金)
８月27日(水)

もぐもぐひろば
(離乳食教室）
９:30～11:30

パクパクひろば
(幼児食教室）
９:30～11:30

ちびっこひろば
(子どもの遊び場）
９:30～11:30

各種乳幼児教室など
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

７月24日(木)

８月28日(木)

８月18日(月)

８月８日(金)
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。
ほけんだより 健康推進課

（長浜市保健センター）
7６５－７７７９
FAX６４－１４３７

対　　象

接種方法

と こ ろ
と 　 き

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７月30日(水)
■長８月29日(金)

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。)

Ｂ
Ｃ
Ｇ(

結
核)

■■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）

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、居住地域別に会場を指定して実施していますが、指定会場以外の保健センターで受
けられる場合は、２日前までに居住地域の保健センターまでご連絡ください。

※２日前までに健康推進課へお申込みください。

※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。

※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。

※各センターを記号で表示しています。

対　象　・　接　種　方　法予防接種名
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
混合ワクチンで、１期～４期　各１回接種

個別予防接種 母子健康手帳、保険証をお持ちください

三種混合
ジフテリア
百日せき
破傷風〔 〕
二種混合
ジフテリア
破傷風〔 〕

麻しん
風しん

(生活習慣病健診･長浜市国民健康保険特定健診･がん検診)

※長浜区域・浅井区域・び
わ区域のどこの会場でも
受けられます

ウィルス性肝炎に対するインターフェロン治療医療費助成について

“朝ごはん”は大切です ～食生活の巻～
めざせ！健康日本一

ながはま
めざせ！健康日本一

ながはま

■平成18年度朝食欠食率（長浜市）

３　歳　児
小　学　生
中　学　生

１．５％
０．５％
２．７％

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20年２月

平成20年３月

平成20年４月

平成19年８月

平成19年９月

平成19年１０月

平成18年11月１～15日

平成18年11月16～30日

平成18年12月１～15日

平成18年12月16～31日

平成17年12月１～15日

平成17年12月16～31日

平成16年12月１～15日

平成16年12月16～30日

■■び25日(金)

■■び25日(金) ■長29日(火)

■浅28日(月）

■長22日(火) ■浅28日(月)

■長15日(火)

■長16日(水)

■浅22日(金)

■浅22日(金) ■長26日(火)

■■び25日(月)

■長21日(木) ■■び25日(月)

■長19日(火)

■長20日(水)

■長11日(月)

■長12日(火)

■長５日(火)

■長６日(水)

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

８　　月７　　月
持　ち　も　の
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３つの公演のお問合せは、リュートプラザ(7_５２５７)へ。

お申込みは、浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター(7a３３５５)へ。

2008 日台友好交流コンサート
８月23日（土）18時30分開演(18時開場)
台湾一流の故郷室内楽団による日台友好来日コンサートです。台湾と日

本の音楽を通じて交流を深めてみませんか。
【ところ】浅井文化ホール(内保町2500)
【入場料】全席自由席 500円
【出　演】故郷室内楽団　ほか
■プレイガイド
①長浜市民会館 ②リュートプラザ ③浅井文化ホール　ほか

宝くじ文化公演

キエフクラシックバレエ『白雪姫』
８月12日（火）18時30分開演(18時開場)
世界一流の海外バレエ団による子ども向けにアレンジされたクラシッ

クバレエ公演。またとないこの機会に是非、ご家族揃って本格的舞台芸
術をご鑑賞ください。
【ところ】浅井文化ホール(内保町2500)
【入場料】全席指定席 一般 3,000円 高校生以下 1,500円

※宝くじの助成により、特別料金となっています。
■プレイガイド ①長浜市民会館 ②リュートプラザ ③浅井文化ホール

鬼灯町
ほお ず き ま ち

鬼灯通
ほ お ず き ど お

り三丁目
９月23日（火・祝）18時30分開演(18時開場）
平成18年度文化庁芸術祭優秀賞を受賞するなど、各方面で大変

高い評価を受けている劇団
げきだん

桟
さ

敷童
じきどう

子
じ

。飛ぶ鳥を落とす勢いのこの
劇団の主宰者『東　憲司』の書き下ろし脚本。日本を代表する女
優達と異才六角精児が、東ワールドに全身全霊を込めて挑みます。
【ところ】浅井文化ホール(内保町2500)
【入場料】指定席一般 3,500円 自由席一般 3,000円
【出　演】秋野暢子、川島なお美、富樫 真、六角精児
■プレイガイド
①長浜市民会館 ②リュートプラザ ③浅井文化ホール　ほか

こども自然体験キャンプ
－７月19日から受付開始－

【と　き】８月８日(金)～10日(日) ２泊３日
【行き先】尾高高原キャンプ場(三重県)
【対　象】小学４年生～中学２年生
【定　員】50人(先着順)
【参加料】8,000円

カヌー体験教室　－８月２日から受付開始－
【と　き】８月24日(日)

①９時～11時30分　②13時～15時30分
【ところ】浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫(池奥町)
【対　象】小学生以上(３年生以下は保護者同伴)
【定　員】各回20人(先着順)
【参加料】1,000円

水泳の苦手な人集まれ！苦手な人を対象に水
泳の基礎をしっかり指導します。みんなで泳げ
るようになろう！
【と　き】８月６日(水)～12日(火) ７日間

９時～10時　※小雨決行
【ところ】長浜市民プール　
【定　員】60人(先着順)
【対　象】小学２年生～６年生(泳ぎの苦手な人)
【受講料】7,500円(申込み時に徴収します。)

■申込方法 両教室とも７月18日(金)から申込みの受付けを開始します。長浜市民体育館窓口までお申
込みください。※電話での受付はいたしません。

水球競技の楽しさを指導します。初心者大歓
迎です。この夏水球にチャレンジしよう！

【と　き】８月４日(月)～10日(日) 
※５日(火)を除く６日間　17時～18時

【ところ】長浜市民プール
【定　員】20人(先着順)
【対　象】25ｍ泳げる小学３年生～６年生　
【受講料】受講料1,100円(初日に徴収します。)

【と　き】９月13日(土)～14日(日) １泊２日
【対　象】小学５年生以上で160㎞走行可能な健康な人

※小学生は保護者同伴
【参加料】中学生以上14,000円、小学５・６年生11,000円

※１泊３食(13日夕食、14日朝食・昼食）、保険代込み　
※レンタル自転車を希望の人は別途2,000円

【走行距離】１日目約85㎞、２日目約75㎞、計約160㎞
【コース】１日目：サイクリングターミナル⇒彦根市⇒近江八幡市⇒守山市⇒琵琶湖大橋⇒高島市

※宿泊　近江白浜白浜荘
２日目：近江白浜⇒今津⇒海津大崎⇒西浅井町⇒木之本町⇒サイクリングターミナル

【定　員】100人(先着順)
【その他】当サイクリングは、速さや体力を競うものではありません。あくまでも参加者全員が楽し

く安全に完走できるようゆっくりしたスピードで走行します。
■申込方法 長浜市民体育館窓口または電話でお申込みください。

■注意：各事業とも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できません。

このページに関するお問合せは、長浜市民体育館(7WW５１５１)へ。

昨年は86人が無事
完走しました！
今年は、逆周りで
再チャレンジ!!
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夏の階段
著／梨屋アリエ　ポプラ社

希望に胸をふくらませて入学した高
校。でも新しいクラスメイトとは、
まだ微妙な関係で・・・閉じてしま
っている心の扉を、そっと開けてく
れる人に出会いたい。そんな５人の
高校生が織りなす、ほんのり甘くて
切ない短編集。

ねえ、ほんとにたすけてくれる？
文／平田昌広 絵／平田景

アリス館
きょう、ぼくはとうちゃんと、うみ
にさかなつりにいきました。ぼくが
おぼれたら、さめにたべられそうに
なったら、かいぞくにつかまったら、
とうちゃんはちゃんとたすけてくれ
る？たすけてくれるよねぇ？

大好き、食虫植物。
著／星野映里　水曜社

食虫植物の魅力にハマった著者が贈
る、初の食虫植物入門書！？キレイ
な花を咲かせるものや、見たことが
あるものなど様々・・・子どもも興
味しんしん間違いなし！この夏は、
アサガオではなく食虫植物を栽培し
てみてはどうでしょう？

◆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。 夏休み期間は、最終木曜日を開館しています。

15

長　浜
浅　井
び　わ

７　　　　　　月 ８　　　　　　月

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 火 水 木 金 土 木 金 土 日 月 火 水 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 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

図書館だより

※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)

①「子ども一日図書館員」募集！
今年は、市内３館で図書館の仕事を体験できる

講座を用意しました。５年生のときに参加した人
は、昨年と違う図書館に申し込んでください。
【とき・ところ】
８月１日（金）長浜図書館　定員２４人
８月４日（月）浅井図書館　定員１２人
８月５日（火）びわ図書館　定員１２人
いずれも10:00～15:00

【対象】
市内の小学５～６年生

②夏休みは図書館で「工作」をしよう！
みんなで楽しめる「夏休み工作教室」を開催

します。
※印の7/26は「はりがね工作」、そのほかは身
近なものを使った工作を予定しています。

【とき・ところ】
７月25日（金）10:30～　長浜図書館
７月26日（土）10:30～　びわ図書館※
８月17日（日）14:00～　浅井図書館
８月23日（土）10:30～　びわ図書館

【対象】
市内の小学生（保護者の同伴も可能です。）

①②いずれの行事も、７月19日(土)10:00から受付を開始します。お近くの図書館カウンターまたは
電話でお申し込みください。

お申込みはお申込みは


