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『55歳からのハローライフ』
村上　龍/著
幻冬舎

定年後の心配のない蓄え、愛する
家族に親しい友人そして自身の健
康、55歳になって将来を思うと、そ
れらは決して約束されたものではな
い。年を重ねるごとに「生き方」に
それぞれの事情が生まれてくる…
そんな主人公たちが他人事ではなく
思えてくる小説です。

『執事のダンドリ手帳』
新井　直之/著

クロスメディア・パブリッシング
ここでの執事の仕事は「世間で

『お金持ち』と言われるようなお客
様たちの要望に最大限応える」何で
も屋だそうです。空港に向かう２時
間のうちに同じ飲料品を500本揃え
ないといけなくなった著者が選んだ
方法は？「ダンドリの秘訣」とは。

『おかあさんだもの』
サトシン/作　松成真理子/絵

アリス館
「あなたのしあわせをねがわずに

いられない　だってわたし　あなた
のおかあさんだもの」で始まる、誕
生の絵本。たくさんのお母さんたち
から聞いた、出産の日や日常の話を
ベースとして作られたそうです。ど
のページにも柔らかな絵が描かれ、
新しい命を迎えた喜びと幸せがあふ
れています。

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

問合せ先・開館時間　長浜図書館63-2122【平日10時～19時　土日祝9時～18時】 浅井図書館74-3311【10時～18時】
びわ図書館72-4305【10時～18時　 金曜のみ10時～20時】 虎姫図書館73-2335【10時～18時】
湖北図書館78-1687【10時～18時】 高月図書館85-4600【10時～18時】

図書館のホームページ　PC用http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/（携帯電話用はhttp://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/）

市内６館は蔵書点検のため、下記の日程で休館し
ます。
たいへんご不便をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いいたします。

びわ・高月：２月04日(月)～２月08日(金)
長浜・虎姫：２月18日(月)～２月22日(金)
浅井・湖北：２月25日(月)～３月01日(金)
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この点検作業を手伝ってくださるボランティアを募集します！

・専門知識や特別な技術は必要ありません
・図書館の裏側を知るチャンス！
※ご都合のよい日時をご希望の館に、
前日までにご連絡ください。

おじいちゃんやおばあちゃんが子どもの頃にしてい
た遊びを、いっしょに楽しみましょう！
カルタやこま、わらべうたなど、みんなで楽しむ遊

びがいっぱい！

日時：１月27日(日) 13時30分～15時
場所：長浜市立虎姫図書館（宮部町）
対象：就学前のお子さんからどなたでも

・わらべうたや紙芝居、こま遊びは時間中いつでも参
加できます。
・カルタに参加する人は13時30分・14時・14時30
分に集まってください。

（1８６－３０８５）

アジとタイを使ったフランス料理の
調理実習と試食を行います。
【と　き】２月19日(火)

10時30分～14時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】10人（応募多数は抽選）
【講　師】林　和彦氏（グラン・クルー

グランシェフ）
【参加費】１人500円（材料費・保険

料含む）※当日徴収
【持ち物】エプロン、三角巾、包丁、

まな板、ふきん、持ち帰
り用タッパー（２つ）、筆
記用具

【申込み】１月31日(木)17時までに電
話かＥメールで下記まで

■問■申長浜地方卸売市場　いちば食育隊
事務局（1６３－４０００　Ｅメー
ルnagasijo@mx.bw.dream.jp）

【と　き】２月19日(火)
13時15分～15時20分ごろ

【ところ】大津地方・家庭裁判所本館
（JR大津駅北口からびわ
湖方面へ徒歩３分）

【定　員】40人（先着順、要予約）
【内　容】刑事裁判の傍聴（都合によ

り広報用映画の上映にな
る場合があります）、裁判
員制度の説明、質問コー
ナー（参加費無料）

■問■申大津地方裁判所事務局総務課文書係
（1０７７－５０３－８１１２）

長浜ユネスコ協会では、貧困や紛争
などで、充分な教育を受けられない
世界中の人々に｢学びの場=寺子屋｣
を提供するため、書きそんじハガキ
を回収しています。書きそんじの年
賀状などを提供してください。
【回収場所】市役所、公民館、図書館
【回収期限】２月８日（金）まで
■問長浜ユネスコ協会事務局〈生涯学
習・文化スポーツ課内〉
（1６５－６５５２）

滋賀県では、県政情報をお届けし、
県政への理解を深めていただきなが
ら意見や提案をしていただける県政

釣った外来魚を琵琶湖に戻さないと
いう「琵琶湖ルール」を広めるため
の大会。協力いただいた人に焼き芋
を無料で配布します（先着200人）。
釣り竿無料貸出しあり。
【と　き】１月26日(土)10時～13時

※荒天中止
【ところ】彦根旧港湾（彦根市松原町）
※受付は彦根総合運動場駐車場で行
います。

【参加費】１人100円（えさ代）
※事前申込不要
■問滋賀県琵琶湖レジャー対策室
（1０７７－５２８－３４８５）

湖北を音楽で盛り上げよう！地元中
心の歌唱自慢が、優勝めざしてチャ
レンジします。また、～Lefa(リー
ファ)～のライブも楽しめます。
【と　き】１月27日(日)14時～

第１部　湖北カラオケ大会
第２部　～Lefa～ライブ

【ところ】勤労福祉会館　臨湖（港町）
【入場料】500円
【申込み】電話で下記まで
■問NPO法人芸術村in余呉実行委員会
〈ウッディパル余呉内〉
（1８６－４１４５）

口承伝統や芸能、祭礼、伝統工芸な
ど、世代を越えて受け継がれ、地域
のアイデンティティとなるものを無
形文化遺産と言います。本講演会で
は、無形文化遺産の理念と現状、そ
して長浜曳山祭りの価値について考
えます。
【と　き】２月９日(土)

13時30分～15時30分
【ところ】曳山博物館（元浜町）
【講　師】植木　行宣氏（長浜曳山祭

行事・曳山保存専門委員
会委員長）、俵木　悟氏
（成城大学准教授・東京文
化財研究所客員研究員）

※入場無料、申込み不要
■問曳山博物館（1６５－３３００）

窓の外に見える銀世界の中で、猪・
鹿・熊鍋や郷土料理など余呉の幸を
堪能しながら、餅つきなど地元との
交流をお愉しみください。
【と　き】２月24日(日)11時～
【ところ】ウッディパル余呉

森林文化交流センター
（余呉町中之郷）

【参加費】大人(中学生以上)4,000円
小人(小学生) 2,000円

【定　員】40人（先着順）
【申込み】電話で下記まで
■問奥びわ湖観光協会余呉支部

モニター制度を設けています。
【委嘱期間】委嘱の日～平成26年３月

31日
【募集人数】400人（応募多数の場合、

性別・地域・年齢のバラン
スを考慮したうえで抽選）

【主な活動内容】
・県からのアンケート調査への回答
・県政に関する意見や提案の提出
【応募資格】
・県内在住の18歳以上の人
・県政に関心を持ちモニター活動を
遂行できる人

・インターネットを利用してサイト
の閲覧、メールおよびアンケート
への回答ができる人（携帯電話端
末を除く）

※ただし、国または地方公共団体の
議員や常勤の公務員、行政相談員、
国や地方公共団体の行政モニター
を予定している人を除く。

【申込み】２月15日(金)17時までに
滋賀県ホームページ「し
がネット受付サービス」
（https://s-kantan.com/
pref-shiga-u/）より申込
みください。

■問滋賀県広報課県民の声担当
（1０７７－５２８－３０４６）

平成25年度県政モニター募集

無形文化遺産講演会

余呉の冬の味覚！猪・鹿・熊

～Lefa～ライブと湖北カラオケ大会

冬の外来魚駆除釣り大会

ユネスコ世界寺子屋運動
書きそんじはがき回収キャンペーン

料理教室～プロの味を伝授～

平成25年度裁判員制度説明会

催　し 

募　集 

お知らせ 

講座・教室 

不用品交換情報（12月28日現在）
ください（無料）
○ピアノ○八畳の上敷き畳○ガス
釜○地デジ対応テレビ○2012年
11月８日の朝刊○レーザーディス
ク○全自動洗濯機○玄米の保管庫
○地球儀○もちつき機○麻雀セッ
ト○テレビボード○電動スクータ
ー○自転車（幼児用・大人用）○
液晶テレビ○ビデオデッキ○碁盤
○電気炊飯器（一升炊き）○オー
プンリールレコーダー○ワープロ
ゆずってください（有料）
○ピアノ○八畳の上敷き畳○ガス釜
○地デジ対応テレビ○下駄箱○電動
スクーター
あげます（無料）
○３Ｂ体操セット○キーボード○加
湿器○オルガン○自転車（女子用）
○蒸気機関車の写真○古いトランク
○蛍光灯付き学習机○冷蔵庫
ゆずります（有料）
○アルミホイール付きスノータイヤ
（18インチ）○全自動洗濯機○幼児
用食事椅子○ワープロ○タンス○敷
きマット○回転椅子付きテーブル○
オイルヒーター○都市ガス用ガスコ
ンロ○カーナビ○ハロゲンストーブ
○ぬいぐるみ○台付きの大型電動ミ
シン○有線カラオケBOXセット○３
WAYスピーカー（一対）○犬の持
ち運びバッグ

■問環境保全課(765－6513)
※現物は保管していません


