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■■申長浜地方卸売市場(1. 63４０００)
E-mail：nagasijo@mx.bw.dream.jp

【と　き】８月１日(土)
６時30分～10時

【ところ】大手門通り商店街アーケード
曳山博物館広場

【内　容】湖北の生鮮野菜・物産の販
売のほか、ラジオ体操や風
船飛ばし、フリーマーケッ
トも開催

■■問特定非営利活動法人まちづくり役
場(1. 65３３３９)

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(水)

18時30分～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 . 62７
１４３)

ニュースポーツを体験しませんか
【と　き】８月６日(木)、20日(木)

19時30分～21時
【ところ】長浜市民体育館
【内　容】ビーチボールなど
【参加費】100円（当日徴収）
■■問生涯学習・文化スポーツ課(1 . 65８
７８７)

【と　き】８月８日(土)、９日(日)
17時～21時

【ところ】黒壁スクエア、大手門通り
商店街一帯

【内　容】あかりをテーマに北国街道
一帯では「ベッラ・ストラ
ーダ」、大手門通り商店街
では「ビアレ・ルーチェ」
を開催します。
曳山博物館広場では、長浜
西中学生によるあかりモニ
ュメントの展示やチャリテ
ィ夜市も開催（８日のみ）

■■問特定非営利活動法人まちづくり役
場(1. 65３３３９)

【募集台数】30台（先着順）
【利用期間】８月１日～平成22年３月31日
【利用時間】24時間入出庫可能

【月額料金】4,000円
【受付時間】９時～17時
【利用資格】通勤又は通学でＪＲを利用

されている人
【申込方法】印鑑を持参のうえ長浜駅西

駐車場管理棟内で直接お
申し込みください

■■問長浜市シルバー人材センター
（1. 65３３６７）

【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
【応募期間】８月25日(火)～９月４日(金)
【応募条件】牛乳パックまたはペットボ

トルを使用した、たて50
㎝×よこ50㎝×高さ50㎝
以内の未発表作品
※１人(グループ)１点まで

【応募方法】市内公共施設内にある応募
用紙(市ホームページから
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長浜市高田町12-34
環境保全課(1. 65６５１３)

【と　き】８月６日（木）10時～
【ところ】びわ地域子育て支援センタ

ー(新居町)
【講　師】奥平俊子氏（名古屋市立大学）
【定　員】20人（先着順）
【対　象】０歳から未就園のお子さん

をお持ちの人
【受講料】無料
【申込方法】７月24日(金)までに電話で

お申込みください
【受付時間】平日13時～17時
■■申びわ地域子育て支援センター
（1. 72２１５２）

1909年８月14日に発生した姉川地
震。災害の様子が人々の記憶から忘れ
去られようとしている今、あらためて
地震防災について考えてみませんか。
【と　き】８月８日(土) 13時～
【ところ】長浜文化芸術会館
【内　容】姉川地震に関する講演会と

パネル展示
【参加費】無料
■■問総務課防災危機管理グループ(1 . 65
６５５５)

田村駅東駐車場定期利用者募集中

現在お持ちの国民健康保険高齢受
給者証の有効期限は７月31日です。
８月１日以降にご使用いただく受

給者証(あさぎ色)は、７月中旬に送
付しますので、新しい受給者証を受
け取られたら、各欄の記載事項を確
認してください。
現在お使いの受給者証は、８月に

なったら各自で廃棄してください。
※高齢受給者証は70歳から74歳までの
長寿(後期高齢者)医療の被保険者でない
人を対象に交付される証です。
■■問保険医療課(1. 65６５１２)
浅井支所市民福祉課(1. 74４３５３)
びわ支所市民福祉課(1. 72５２５３)

滋賀県では、自動車税が未納とな
っている人に対し、７月21日付けで
督促状を発付します。
未納のまま放置されると、差押えを

受けますので、通知書に記載の金融機
関などで早急に納付してください。
やむを得ず納付できないご事情が

ありましたら、県税事務所までご連
絡ください。
■■問県東北部県税事務所(1. 65６６０６)

【開設期間】７月18日(土)～８月16日(日)
９時～16時

※荒天時は閉鎖する場合があります。
■■問観光振興課(1. 65６５２１)

【と　き】７月25日(土)
【ところ】長浜愛児園（八幡東町）
■■問長浜愛児園(1. 63４６５０)

【と　き】８月１日(土) ７時30分～
【ところ】長浜地方卸売市場
【内　容】施設見学、-30℃の冷蔵庫

入庫体験、市場食材の試食
【対 象】市内または近隣市町在住の

小学生と保護者25組
※応募多数の場合は抽選
※はじめての人を優先

【参加料】無料
【締切り】７月25日(土)17時まで

夏休みリサイクル工作コンテスト

湖国の地震防災を考える　
100年前の姉川地震が語るもの

子育て講演会

８月からは新しい国民健康
保険高齢受給者証で受診を

自動車税は納めましたか!?  

南浜水泳場オープン

長浜愛児園フリーマーケット

夏休み親子市場見学会

秀吉さんのおかげ朝市

クリスタルプラザ展望研修棟を開放

エンジョイスポーツデー

長浜あかりの並木道
催し・行事 

お知らせ 

講座・教室 

募　集 

【お詫びと訂正】広報きゃんせ長浜７月１日号４頁の「二学期の始業日」に誤りがありましたので、お
詫びして訂正します。誤：９月１日（長浜北中、長浜東中）→ 正：８月25日（長浜北中、長浜東中）
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経済・雇用対策を実施しています 経済・雇用対策を実施しています 経済・雇用対策を実施しています 
昨年来の世界的な金融不安がわが国の経済に深刻な影響を与え、市内の景況もまだまだ厳しい状況が続い

ています。
このため、国をはじめ、県、市では、厳しい経済環境に置かれている中小企業や市民の皆さんを支援する

ため、次のような取り組みを行っていますのでご利用ください。

経済対策
中小企業者

◆セーフティネット保証制度（融資）
業況の悪化している中小企業者を支援するための国の緊急保証制度の対象業種が781

業種に拡大されています。対象の人は、一般保証8,000万円とは別枠で、8,000万円ま
での保証を無担保で利用できます。
【対象者】
・最近３か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス３％以上の中小企業者
・製品等原価のうち20％を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわらず、製品等原価
に転嫁できていない中小企業者
・最近３か月間の平均売上総利益率または平均営業利益率が前年同期比マイナス３％以上の中小企業者
・新型インフルエンザの発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、最近１か月間の売上高
または販売数量が前年同月比マイナス３％以上で、かつその後２か月間を含む３か月間の売上高
または販売数量が前年同月比マイナス３％以上見込まれる中小企業者

雇用対策
事業主

◆中小企業緊急雇用安定助成金
賃金の一部を補助する制度
・休業等・出向に係る費用の助成率（4/5）
・教育訓練実施に係る加算額（6,000円/人・日）
・残業時間の削減により雇用維持をした場合

有期契約労働者30万円/人・年
派遣労働者45万円/人・年

◆そのほかの助成金
・派遣労働者を直接雇用した場合（最大100万円）
・年長フリーター等（25～39歳）や内定を取り消さ
れた学生等を正規雇用した場合（最大100万円）
・フリーター等を雇用して訓練する場合（賃金等の4/5）

失業者

◆離職者支援資金の貸付　　　　　　　　　
２年以内に離職した人(生計中心者)を対象に、求

職活動期間の生活費を貸し付けます
【貸付限度額】月額20万円（単身世帯は10万円）
【貸 付 期 間】12か月以内
【貸付の利率】年３％
【償 還 期 間】７年以内
【連帯保証人】原則として１人

求職者

◆ジョブ・カード制度　　　　　　　　　　　
キャリア・コンサルティングを受けることで、自分の適性や能力に関する強みや

課題を発見できることで、能力向上の一助となり、また企業は、雇用のミスマッチ
を防ぐことができます。
【求職者】企業や教育訓練機関などで実務経験を積むことによって職業能力を高め、企業による評価を得て、

就職活動に活用できる。
【企　業】ニーズに合った即戦力の人材を確保することができる。

失業者

◆雇用保険の受給資格要件の緩和　　
解雇・倒産・雇止めにより離職した人につい

ては、６か月の被保険者期間で受給資格取得

◆職業訓練と生活保障の充実
職業訓練の機会を抜本的に拡充するととも

に、訓練中の生活保障のための給付・貸付制度

◆住宅資金貸付の実施
離職により住宅をなくした人への支援とし

て、最大186万円の融資（入居初期費用、家賃
補助費、就職活動費等）

お問合せは、各金融機関へ

中小企業者

◆融資に伴う信用保証料補助
中小企業・事業者の資金繰りを支援するための制度

【対象者】
・セーフティネット保証制度(第５号)利用者

※平成20年10月31日以降
・長浜市小規模企業者小口簡易資金融資利用者

※平成20年４月１日以降
【補助額】融資(借換相当分は除く)に伴う保証料の50％
【補助上限】20万円

お問合せは、市商工振興課（7X８７６６）へ

お問合せは、ハローワーク長浜（7U２０３０）へ

お問合せは、長浜市社会福祉協議会（7U１８０４）へ

お問合せは、【求職者】ハローワーク長浜（7U２０３０）、【企業】長浜商工会議所（7U２５００）へ

市民

◆安全・安心の住宅改修奨励金交付制度の
拡充
これまでの住宅のバリアフリー・耐震改修工事に
新たにリフォーム工事を追加
【対象者】
市内の自己所有または親族

所有の住宅に居住する人
【対象工事】
平成21年１月26日以降に

着工した工事費30万円（税抜）
以上の住宅を改修する工事
※市内事業者施工に限る
【奨励金】対象工事費の10％を商品券で交付
【奨励金上限】バリアフリー・耐震改修　10万円

リフォーム工事　５万円

お問合せは、市商工振興課（7X８７６６）へ

中小企業者

◆緊急経済対策資金
セーフティネット保証制度の融資対象にならない
中小企業者のための低利で長期固定の県融資制度

【対象者】
・最近３か月間の売上高が前年または前々年同期に
比べて10％以上減少している者
・直近決算期における「売上総利益」または「営
業利益」が前年または前々年に比べて10％以
上減少している者

お問合せは、県商工政策課（7077-528-3714）へ

市民

◆自然エネルギー利用システム設置奨励金交付制度
自然エネルギーを普及して地球温暖化防止を推進
するための制度
【対象設備および補助額（商品券）】
太陽光発電システム　10万円/基
小型風力発電システム　５万円/基
ペレットストーブ　５万円/基

◆住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金制度（国）
【補助金額】７万円／Kw

◆太陽光発電システム設置費補助金（県）
【補助金額】３万円／Kw（上限10万円）

※今年の秋頃から交付することを検討中

お問合せは、市環境保全課（7X６５１３）へ

お問合せは、淡海環境保全財団（7077-524-7168）へ

お問合せは、県温暖化対策室（7077-528-3493）へ

◆緊急小口資金の貸付
失業等により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困

難になった人を対象に小額の生活資金を貸し付けます
【貸付限度額】10万円以内（１回限り）
【貸付の利率】年３％
【償 還 期 間】４か月以内または８か月以内

一般競争入札により市有地を売却します

夏の交通安全県民運動　７月15日（水）から24日（金）まで
重点項目　　○子どもと高齢者の交通事故防止　　○飲酒運転の根絶

○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

◆売却物件概要

◆申込期間 ７月31日（金）～８月31日（月）
◆入 札 日 ９月 ７日（月）

※申込みをされた人のみ入札に参加できます。
◆そ の 他 申込資格や売却条件等詳細は、財務課で配布し

ている入札案内書でご確認ください。
市のホームページからもダウンロードできます。 お問合せは、財務課（7X１７１７）へ

所　在　地

神照町字下高町872番16

神照町字下高町872番23

南小足町字狩又479番6

地目

宅地

宅地

宅地

面積

241.30㎡

241.30㎡

209.67㎡

最低売却価格

11,000,000円

11,460,000円

8,090,000円

1

2

3

一般競争入札による売り払いとは
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
価格をつけた人に購入していただく方法です。
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長浜市民プールオープンします！
■期　間 ７月17日(金)～８月31日(月)

※期間中無休
■時　間 10時～17時

※50分につき休憩あり
■入場料 大人　400円　中学生以下　200円

乳幼児（３歳未満）＆付添人　無料

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】７月29日(水)～８月４日(火) ９時～10時
【ところ】長浜市民プール【定　員】80人 (先着順)
【対　象】小学２年生～６年生（泳ぎの苦手な人）
【受講料】8,000円　全７回
【申込方法】７月10日(金)から受付開始。市民体育館まで

受講料を添えてお申し込みください。
※電話での受付不可

【と　き】９月12日(土)～13日(日) １泊２日
【対　象】小学５年生以上で160ｋｍ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（12日夕食、13日朝食、昼食）、保険代込み、レンタル自転車を希望される人は別途2,000円

【走行距離】１日目 約100ｋｍ、２日目 約60ｋｍ　、合計 約160Ｋｍ
【コース】１日目　長浜市サイクリングターミナル－木之本―海津大崎―今津―琵琶湖大橋－守山　

２日目　守山―近江八幡－彦根－長浜市サイクリングターミナル　※宿泊 琵琶湖リゾートクラブ
【定　員】100人（先着順）
【その他】当サイクリングは、早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。
■注意：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。

お申込み、お問合せは、長浜市民体育館（7W５１５１）へ

昨年は10歳から75歳まで
79名が無事完走しました！

情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
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の請求に応じて
公開しています。
昨年度（平成20年４月１日～平成21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20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　35件
②公文書の公開請求に関する決定状況
公　開　10件　　部分公開　23件　　非公開　１件
不存在　 ４件　　取下げ　　１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6,827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20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　 30件
②個人情報の開示請求等に関する決定状況
開　示　29件　　部分開示　０件　　不訂正　　０件
不開示　 １件　　取下げ　　０件
③不服申立ての件数　０件お問合せは、総務課（7X６５０３）へ

人形浄瑠璃　冨田人形夏公演
８月２日（日）13時30分開演（13時開場）

【ところ】リュートプラザ（びわ文化学習センター）
【演　目】式三番叟、傾城阿波の鳴門、団子売り、

壷坂観音霊験記、伊達娘恋緋鹿子
【入場料】前売り 1,000円　夏・秋通し券 1,500円

高校生以下入場無料
■プレイガイド
①リュートプラザ　②長浜文化芸術会館
③浅井文化ホール　④曳山博物館

“ＳＷＩＮＧ ＩＮ 長浜”
Ｃ.Ｕ.Ｇ.ジャズ・オーケストラ・コンサート
８月２８日（金）19時開演（18時30分開場）

ビッグバンドとして長浜へ来るのが、４回目となるＣ.Ｕ.
Ｇ.のスウィンギーなジャズをお届けします。
【ところ】長浜文化芸術会館ホール
【入場料】前売り 一般 3,500円 高校生以下 2,000円

当日券は一般のみ500円増し
■プレイガイド
①長浜文化芸術会館　②浅井文化ホール
③リュートプラザ　ほか

【申込期間】平成21年７月16日（木）～
【申込方法】サンパレス設置の申込用紙にご記入のうえ、開館時間内に事務所までお申し込みく

ださい。定員になり次第締め切ります。（電話申込予約可）
【そ の 他】・定員に達しない場合は、開講を取り止めることがあります。

・受講料には教材費も含まれています。
・納入された受講料は原則としてお返しする事ができませんのでご了承ください。

【お問合せ】長浜サンパレス　764－１４４４

お問合せは、長浜文化芸術会館（長浜文化スポーツ振興事業団）7V７４００へ

親子で
エアロビクス

講座名 講　師 開　　講　　日　　時 回 数 受講料 定員 対　象　者

藤井　聡子
７月29日、８月５日、12日、19日
毎週水曜日　10：00～11：00

親子でエアロビクスに汗を流して、スキンシップやシェイプアップしませんか

全４回 3,000円 10組 小学4～6年生、
中学生と保護者

喜田　升美
７月30日(木)、７月31日(金)

19：00～21：00
花火大会に向けて、親子でゆかたの着付けにチャレンジしませんか？アレンジ帯結びも習います

全２回 3,000円 10組 小学4～6年生・中
学生の女子と保護者

多村　美緒
７月25日、８月１日、８日

毎週土曜日　10：00～11：30
自分に似合う色みつけませんか？色彩の基礎知識と配色法を学びセンスアップしましょう！

全３回 3,500円 15人 女性(高校生以上)

にしだともこ
８月３日(月)、４日(火)、６日(木)

19：00～20：30
オフィスでの行動をピックアップし、シーンに応じた美しい身のこなしを身につけ、好感度をあげよう！

全３回 3,500円 15人 高校生以上の男女

親子で
ゆかた着付け

カラー
コーディネイト

オフィスで差が
つくビジュアル
マナー講座
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ほけんだよりに関するお問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ
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と　こ　ろ と　　き 相　　談　　員

７月27日(月)

８月27日(木)

８月17日(月)

８月07日(金)
保健師、栄養士

保健師

保健師、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

1 0 か 月 児 健 診

平成21年３月

平成21年４月

平成20年８月

平成20年９月

平成21年４月生まれのびわ地区の健診は、９月に予定しています。

平成20年９月生まれのびわ地区の健診は、９月に予定しています。

■び24日(金) ■長29(水)

■浅22日(水) ■び24日(金)

■長16日(木) ■浅22日(水)

■浅26日(水)

■長24日(月) ■浅26日(水)

母子健康手帳、質問票

対象児の生年月日健　　診　　名
と　こ　ろ　・　と　き

８　　月７　　月
持　ち　も　の

ほけんだより 健康推進課
（長浜市保健センター）
7６５－７７７９
FAX６４－１４３７

■■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） ２日前までに健康推進課へお申し込みください。

●４か月児健診・10か月児健診は、住居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日前までに住居地域の保健センターまでご連絡ください。

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12月01～15日

平成19年12月16～31日

平成18年12月01～15日

平成18年12月16～31日

平成17年12月01～15日

平成17年12月16～31日

19日(水)

20日(木)

11日(火)

12日(水)

4日(火)

5日(水)

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

対象児の生年月日健　　診　　名
と　　　き
８　　月

持　ち　も　の

●１歳８か月児健診・２歳８か月児健診・３歳８か月児健診は、全て長浜市保健センターで実施します。

※各センターを記号で表示しています。

予防接種名 対象・接種方法 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。

７月31日(金)
８月31日(月)

＊集団予防接種は、全て長浜市保健センターで行います。

BCG
（結核）

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。

予防接種名 対　　　象 接　　　　種　　　　方　　　　法

１期(初回、追加)：生

後３か月から90か月

(７歳６か月)未満

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・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

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) ※まだ受けていない人は、夏休みを利用して受けましょう。

１期:満１歳～２歳未満
２期:平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれ
３期:平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ
４期:平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれ

混合ワクチンで、１期～４期　各１回接種
２、３、４期の対象の人で、まだ受けていな
い人は、夏休みを利用して受けましょう。｝

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 各医療機関で実施します。【持ちもの】母子健康手帳、保険証

※日本脳炎の予防接種は、国より積極的な勧奨を差控えるよう通知されていますが、新しい日本脳炎のワクチンを一部
の対象者に使用できるようになりました。詳しくは健康推進課までお問合せください。

〔 〕
二種混合

ジフテリア
破傷風〔 〕

母子健康手帳、体温計、予
診票（すこやか手帳内にあ
ります）をお持ちください。

「医療機関」での健診が始まりました。（期間：７月～12月）
受診を希望する医療機関に直接、電話で予約してください。

生活習慣病健診のお知らせ
■対　象：勤務先等で受診機会のない、今年度30～39歳の人など

※詳しくは健康づくり日程表の４頁及び７頁をご覧ください。

長浜市国民健康保険特定健診のお知らせ
■対　象：長浜市国民健康保険に加入している今年度40～74歳の人

※対象者には６月に受診券を送付しています。詳しくは同封の案内文をご覧ください。

75歳以上の人の健康診査のお知らせ
■対　象：健診を受ける時に75歳以上の人

ただし病院・施設に入院している人、介護保険の認定を受けている人、循環器等の病気で治療中
の人、今年度特定健康診査を受診した人は対象ではありません。
※対象者には６月に受診券を送付しています。詳しくは同封の案内文をご覧ください。

乳がん・子宮がんの検診クーポン券を配布します
全国一斉の受診率アップ対策として、下記の年齢の人を対象に、がん検診の無料クー
ポン券を配布します。対象の人には８月中旬以降に郵送でお送りしますので、しばらく
お待ちください。

■ 対　象：生年月日が下記に含まれる人　 ■ 問合せ：健康推進課・がん検診担当（前田）

【子宮がん検診無料クーポン対象者】 【乳がん検診無料クーポン対象者】

昭和６３年４月２日～平成　元年４月１日
昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日
昭和５３年４月２日～昭和５４年４月１日
昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１日
昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日

昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日
昭和３８年４月２日～昭和３９年４月１日
昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日
昭和２８年４月２日～昭和２９年４月１日
昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日

【８月の健康教室】口臭予防について
日　時：８月６日(木) 13:30～

場　所：市民交流センター
講　師：山口昭彦先生 (市立長浜病院・歯科口腔外科)
問合せ：湖北医師会（774－3707）

内　容：口臭には、生理的口臭（飲食やストレス、
舌苔などが原因）と病的口臭（虫歯、歯周
病、消化器疾患、糖尿病などが原因）があ
り、そのうち予防可能なものは舌苔、虫歯、
歯周病です。今回は、口臭を予防するため
に最も重要な口腔の清掃方法などについて
学びます。

事業名 対象など と　　　き 申込み締切日

〔初級～中級〕全２回コース
平成21年２月～平成21年３月生

１回コース
平成19年８月～平成20年２月生
０歳～就学までのお子さんと保護者

びわ保健センターを開放した遊びのひろば

８月１９日(水)
９月　８日(火)

８月２６日(水)

７月２９日(水)
８月１０日(月)

８月　４日(火)

８月１３日(木)

申込み不要

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。（申込み　7X７７７９）

もぐもぐひろば
(離乳食教室)
ぱくぱくひろば
(幼児食教室)

ちびっこひろば

各種乳幼児教室の募集（時間 ９:30～11:30） ※全てびわ保健センターで実施します。
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近江が生んだ知将　石田三成
著／太田浩司
サンライズ出版

石田三成は、豊臣家の忠義の家臣と
して知られていますが、この本では、
彼の政治家としての、太閤検地や兵
農分離を断行した手腕に着目して、
新しい「三成」像を私たちに提示し
ます。

14歳のノクターン
作／さとうまきこ　絵／早川司寿乃

ポプラ社
小説家の章子が、ふと見つけたのは、
中学二年の時の文集と、なつかしい
親友の写真。
次々と思い出す、友だちと過ごした
日々に、苦い初恋・・・。
14歳の少女だった私の物語。

おおごえずかん
－おおきなこえであいうえお－

作・絵／新井洋行
コクヨＳ＆Ｔ株式会社

おどろいたときは、「ええ！？」
いたいときは、「つう！」
びっくりしたときは、「ぬお！」
うれしいときは、「ラッキー！」
おおきなこえで、げんきによんでみ
よう！
なんだか、きぶんそうかいになるよ。

◆お問合せ先：長浜図書館（7VV２１２２） 浅井図書館（7aa３３１１） びわ図書館（7__４３０５）
http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/ 携帯電話http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/

◆休館日 ■は休館日です。 開館時間：10時～19時

15

長　浜
浅　井
び　わ

７　　　　　　月 ８　　　　　　月

水 木 金 土 木 金 土日 日 金 金土 土日 日月 月 火 水 木 金 土 日 月 火火 水 木月 月火 火 水 木水
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

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

＜おねがい＞
図書館内の机は、館内の資料を利用して調べ物をするためのものです。
ご自身の学習や仕事のためにご使用になると、本来の目的のため使うことができません。
特に夏休み期間中は、混み合いますので、ご理解いただきますようお願いします。

※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。(図書館のホームページにも掲載中)

図書館から、遠いところのおともだちに、た
のしいおはなしを出前します。
絵本の読み聞かせのほか、パネルシアターや

紙芝居など、
もりだくさん
でワクワクす
るおはなし会
です。たのし
みにまってて
ね。

おはなしキャラバン

お申し込み・お問い合わせは、各公民館までお願いします。

〈と　き〉 〈ところ〉 〈ボランティア〉
７月１８日（土） 南郷里公民館 すずめの学校
２３日（木） 神照公民館 すずめの学校
３１日（金） 西黒田公民館 くすくすっ

８月　１日（土） 北郷里公民館 にじの会
６日（木） 神田公民館 くすくすっ

下草野公民館 おもちゃ箱
７日（金） 田根公民館 おもちゃ箱
２０日（木） 六荘公民館 にじの会

どの会場も10時30分から（1時間程度）


