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平成25年度の養成講習会（５月～
H26年２月開催）の受講を希望する
人は必ず参加してください。
説明会参加→受講申込→選考→受講
決定（４月下旬）となります。
【と　き】４月９日(火)・10日(水)

13時40分～16時
※同内容で２日開催。どちらかに参
加ください。

【ところ】滋賀県立視覚障害者センター
（彦根市松原）

【申込み】４月５日(金)までに電話で
下記まで

■問■申滋賀県立視覚障害者センター
（1０７４９－２２－７９０１）

あなた独自の「まなびたい」をみつ
けませんか？
【ところ】湖北公民館（湖北町速水）
【教　室】大正琴、KID'Sコーラス、

子どもリズム体操、ベビ
ーマッサージ、親子リフ
レッシュ（未就園児親子）、
キッズダンス、華道、書
道（昼）、日本料理教室な
ど全30教室

※各教室の曜日・時間・受講料など
詳しくは問合せください。

■問湖北公民館（1７８－１２８７）

○キッズダンス教室　
土13時～14時、2,800円/月、４月開講
○ビューティヨガ教室
水13時30分～14時50分
土10時～11時20分
各コース月３回、5,400円（３か月毎更新）
○ファイナンシャルプランナー３級
日９時30分～11時30分、800円/
回（全12回）テキスト代別

○クレイアート
月９時30分～12時、月１回、6,000
円（３か月）

○イキイキ健康体操
月10時～11時、500円/回

※他にも多様な講座があります。詳
しくは問合せください。

■問■申勤労者福祉会館　臨湖
（1６５－２１２０）

今年度末をもって閉園する東保育園を
開放します。どうぞご来園ください。
【と　き】３月23日（土）

15時30分～16時30分
【ところ】東保育園（南小足町）
■問東保育園（1６２－１４６５）

高月にぎやかし隊による、地域参加
型のイベントです。みんなの想いが
詰まった花火やキャンドルアートを
お楽しみください。
【と　き】３月23日(土)16時～20時
【ところ】JR高月駅東口駐車場

（高月町落川）
※花火は会場からのみ見ることがで
きます。

■問高月商工会（1８５－２２９７）

雑貨、洋服（子ども服中心）、アクセ
サリー、家庭用品を中心に出店して
います。
【と　き】３月24日(日)９時～15時頃
【ところ】旧江・浅井三姉妹博覧会ド

ラマ館前（内保町）
■問あざいまちづくり商店
（1７４－１２６１）

※出店希望者も問合せください。

国宝十一面観音さまに見守られ、新
１年生100人が餅まきをします。甘酒
やつきたて餅の振る舞いもあります。
【と　き】４月６日(土)10時～15時
※餅まきは11時30分～と13時30分
～の２回

【ところ】渡岸寺観音堂（向源寺）境
内（高月町渡岸寺）

■問奥びわ湖観光協会高月支部〈サンレ
イバー高月内〉（1８５－５５５７）

『上方芸能』発行人の木津川計氏が、
葬式と結婚式の激変ともいうべき様
変わりを通して日本の風俗・習慣の
変化を文化の視座から鋭く看破しま
す。昨秋京都で大好評を博した講演
を長浜で再演します。
【と　き】3月29日(金)

13時30分～15時
【ところ】長浜バイオ大学(JR田村駅前)
【講　師】木津川計(元立命館大学教授)
※参加無料、事前申込み不要
■問長浜バイオ大学（1６４－８１００）

【と　き】３月26日(火)10時～15時
【ところ】市立長浜病院２階講堂（大

戌亥町）
※予約優先ですが、当日も受付けます。
■問■申滋賀県社会保険労務士会
（1０７７－５２６－３７６０）

昭和58年４月２日以降に生まれた男
女で、四年制大学を卒業または平成
26年３月31日までに卒業見込みの人
が対象です。
【第１次試験日】５月12日（日）
【試験会場】滋賀大学教育学部

（大津市平津）
【採用予定人員】男性Ａ　56人

女性Ａ　10人
【受付期間】４月19日（金）まで
■問滋賀県警察本部警務課採用係
（1０１２０－２０４－３１４

http://www.pref.shiga.lg.jp/police/）
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観音の里　春まつり

ありがとう東保育園
いつまでも忘れないでね

長浜バイオ大学公開講座
「葬式と結婚式を誰が変えたのか」
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不用品交換情報（３月１日現在）

ください（無料）
○電動ミシン○藁切り機○ビデオ
デッキ○工業用ミシン○卓球台○
ピアノ○八畳の上敷き○ガス釜○
地デジ対応テレビ○スタッドレス
タイヤ（175/R70）○2012年11
月8日の朝刊○全自動洗濯機○幼
児用自転車○石臼と杵○ビデオデ
ッキ
ゆずってください（有料）
○卓上ミシン○工業用ミシン○八
畳の上敷き○ガス釜○地デジ対応
テレビ○下駄箱○洗濯機○ピアノ
あげます（無料）
○アナログテレビ○加湿器○スチ
ール製の机○パソコンラック○電
気ストーブ○整理タンス○衣装タ
ンス○３合炊飯ジャー○ＩＨ炊飯
器○電気カーペット○スノーボー
ド○スノーボード用の靴（26.5㎝）
ゆずります（有料）
○低反発枕○掃除機○ベビーだんす
○カラーBOX○エレクトーン○大
正琴お雛様○教室用机○低反発枕

■問環境保全課(765－6513)
※現物は保管していません

講座・教室 

『あん』
ドリアン助川/著
ポプラ社

桜の季節を迎えた、どら焼きの店
「どら春」の店先から物語は始まる。
千太郎は雇われ店主。アルバイトの
張り紙に応募してきたのは、70歳を
すぎた手の不自由な徳江。「あん」
づくりの上手い彼女によって店は繁
盛し始める。
煮上がった豆の艶と照りに救われ

る物語。

『宮脇檀の[間取り]図鑑』
山崎　健一/著
エクスナレッジ

住宅建築を好む建築家宮脇と宮脇
檀建築研究室が手がけた150パター
ンの間取り図集。
住まいのつくられ方は「その家族

のライフスタイル」が反映されると
いう宮脇が「ビールがおいしく飲め
る家」という希望にどうこたえてい
るか、解説に導かれて紙上お宅拝見。

『ようこそぼくのおともだち』
野中　柊/作　寺田　順三/絵

あかね書房
犬のタタンがうちにいると、「こ

つこつ」という音がしてきます。だ
れかな？　どこかな？　タタンは探
します。「こっちへおいでよ！」と
いう気持ちを込めて。ひとりぼっち
のタタンのもとに、どんなおともだ
ちがやってくるのでしょうか。読ん
でいるうちに楽しい気持ちになって
くる、そんなおはなしです。

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/）

おかげさまでこの春、長浜図書館

は開館30周年、高月図書館は開館

20周年を迎えることとなりました。

これからも市内図書館一丸となっ

て、皆さんの身近な図書館であるよ

う励んでまいります。

●記念行事のご案内●
長浜図書館
○開館30周年記念 展示３月15日(金)～４月10日(水)
○開館30周年記念 講演会３月20日(水・祝)13時30分～
講師：太田浩司氏（長浜城歴史博物館　参事）
※要申込（長浜図書館7６３－２１２２まで）
高月図書館
○開館20周年記念 写真展３月16日(土)～４月30日(火)
「井上靖『フンザ・ナガールの旅』から」

（虎姫・湖北図書館以外は、祝日も開館しています。）
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長浜図書館 開館30周年　高月図書館 開館20周年
御礼！

お詫びと訂正
広報ながはま３月１日号10頁「己高庵初茶会」において誤りがありました。お詫びして訂正します。
正）北野宗力氏（裏千家淡交会滋賀支部副幹事長）←誤）北野宗道委員長（裏千家淡交会特別参事）


