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有料広告欄

結婚相談
【長浜地域】	５月23日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター
【浅井地域】	５月24日(金)18時～20時
	 湯田公民館
【びわ地域】	 5月24日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館
【虎姫地域】	５月24日(金)18時～20時
	 時遊館
【湖北地域】	５月15日(水)18時～20時
	 湖北福祉ステーション・
	 高齢者福祉センター
【高月地域】	５月８日(水)13時～15時
	 高月支所
【木之本地域】	５月16日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館
【余呉地域】	５月25日(土)13時～16時
	 山村開発センター
【西浅井地域】	５月15日(水)13時～15時
	 西浅井公民館
問社会福祉課
　（☎６５−６５３６）
　市ホームページ
　「結婚相談」で検索
　またはQRコード

市民の皆さんのサークル・団体が行う催しを掲載します。
掲載希望の人は、掲載希望号の１か月前までに市民広報室（☎６５−６５０４）までご連絡ください。情報ひろば

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	５月11日（土）11時～13時
【ところ】	長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】	福引抽選会、特売セール、

うどん・そば・おにぎり・
いなり寿司コーナー

問長浜地方卸売市場（☎６３−４０００）

♦第29回賤ヶ岳まつり
【と　き】	 5月12日（日）9時30分～15時
【ところ】	賤ヶ岳リフト駐車場（木之

本町大音）
【内　容】	ステージイベント、模擬店、

戦国茶コーナー、スタンプ
ラリー、賤ヶ岳合戦史談会、
餅まき・大抽選会

問賤ヶ岳まつり実行委員会事務局
（☎８２−５９０９）

♦にぎにぎ広場
先人の知恵を借りて毎日のごはんを
もっとおいしく、楽しく♪『食べる』
にまつわる手作業など、みんなで楽し
みましょう。
【と　き】	 5月16日（木）、6月20日（木）
	 10時30分～13時
【ところ】	鳥羽上町の古民家ほか
【対　象】	どなたでも（子ども連れ大

歓迎）
【内　容】	季節ごとの手仕事、畑仕事、

食のおしゃべり会など
	 （５月：おにぎりづくり、
	 　６月：ぬか床づくり）
【参加費】	 300円
問 申ごはん大すき！にぎにぎの会	北村
　（☎６２−１７８６）

♦一日回峰行
歴史と季節を小谷山山麓で体感くださ
い。
【と　き】	５月18日（土）９時～
	 ※悪天候時５月26日（日）

【集合場所】	五先賢の館（北野町）
【対　象】	小学生以上（３年生以下は

保護者同伴）
【定　員】	 70人（先着順）
【参加費】	 500円（小中学生無料）
【申込み】	５月14日（火）までに氏名・

住所・電話番号を電話また
はFAX、Eメールで下記まで。

問 申五先賢の館
　（☎７４−０５６０　FAX７４−０９１０
　 Eメール	gosenken@zd.ztv.ne.jp）

♦サンサンクラブ（工作教室）
【と　き】	５月18日（土）
　　　　　13時30分～15時
【ところ】	サンサンランド（地福寺町）
【内　容】	コロコロリングの作成
【対　象】	市内在住の小学生
【持ち物】	手ふきタオル、上靴、はさみ、

のり、水筒（お茶）
【参加費】	子ども1人100円（当日集金）
【申込み】	５月９日（木）から電話か下

記まで直接（定員20人、先
着順）

問 申サンサンランド
　（☎６２−３７１２または６５−６４３３）

♦おはなし会
ボランティアグループ「赤ずきんちゃ
ん」による劇やお話を楽しみましょう。
【と　き】	５月31日（金）10時30分～

11時15分
【ところ】	のびのびらんど子育て支援

センター（八木浜町）
【対　象】	市内在住の１歳半以上の未

就園児とその保護者
【定　員】	 50組（先着順）
【参加費】	子ども1人100円（当日集金）
【申込み】	５月７日（火）～15日（水）に

①住所②電話番号③参加親
子氏名④生年月日電話また
は直接下記まで。

受付時間：窓口９時30分～15時、
　　　　　電話13時～15時
問 申のびのびらんど子育て支援センター
　（☎７２−８１７７）

♦田んぼアートに挑戦
田んぼをキャンパスに見立て、黒い古
代米の稲と普通の稲を使って元三大師
のお札「角大師」を描きましょう。
【と　き】	５月26日（日）９時～14時
【集合場所】	虎御前山公園（中野町）
【定　員】	 200人（先着順）
【参加費】	 500円（保険料込）
	 高校生以下無料
【持ち物】	田植えのできる服装、着替

え、タオル、雨具
※昼食はおにぎりを用意します。
問 申虎姫地域づくり協議会〈虎姫公民
館内〉 （☎７３−２２７３）

講座・教室
♦健康教室
【と　き】	５月９日（木）13時30分～
【ところ】	米原公民館（米原市下多良）
【テーマ】	「食中毒の予防について」
※参加費無料・申込不要
問湖北医師会（☎６５−３６００）

♦胎教ミニ音楽会とマタニティ講座
赤ちゃん人形でトライ！妊婦体験もで
きます。
【と　き】	 6月1日（土）
	 10時～11時30分
【ところ】	サンサンランド（地福寺町）
【講　師】	佐藤啓子・中川留美子助産師
【対　象】	市内在住・在勤の妊婦とそ

の家族
※お父さんになる人も歓迎！

【定　員】	 20人（先着順）
【参加費】	１人100円
問 申生涯学習・文化スポーツ課
　（☎６５−６５５２）

♦グリーンカーテンのつくり方講座
夏の日差しを遮断し、省エネに役立つ
「グリーンカーテン」のつくり方を学びま
せんか。参加者にはゴーヤの苗を10株
配布し、家庭で実践していただきます。
①【と　き】	６月１日（土）10時～10時

45分　11時～11時45分
　【ところ】	六荘公民館駐車場（勝町）
②【と　き】	６月２日（日）10時～10時

45分　11時～11時45分
　【ところ】	琵琶湖水鳥・湿地センター

（湖北町今西）
【定　員】	各20人（先着順）
	 （20人×４回＝計80人）
【参加費】	無料
【申込み】	５月30日（木）までに住所・

氏名・電話番号・希望する
場所と時間を電話または
FAXで下記まで

問 申環境保全課
　（☎６５−６５１３　FAX６５−６５７１）

募　集
♦長濱ゆう歌舞伎
　役者・スタッフ募集説明会
11月２日（土）・３日（日）に開催する「第
17回長濱ゆう歌舞伎公演」に出演しま
せんか。
【と　き】	５月25日（土）19時～
【ところ】	長浜公民館（高田町）
※高校生以上に限ります。
未経験者歓迎！
問渡辺（☎６２−３７７６）

♦埋蔵文化財調査の作業員募集
市内の遺跡の発掘調査などに従事する
作業員に登録しませんか。
希望者は随時受付けます。下記まで問
合せください。
問文化財保護センター（☎６４−０３９５）

♦全国戦没者追悼式への参列者募集
８月15日（木）に日本武道館で開催予定
の全国戦没者追悼式に参列する遺族を

募集します。
【対　象】	原則として戦没者の配偶者、

子、父母、兄弟姉妹、孫で８月
14日（水）～15日（木）の１泊
２日の団体行動ができる人。

【定　員】	 50人（応募多数の場合抽選）
【参加費】	 5,000円程度
【応募方法】	はがきに①郵便番号、住所、

氏名、生年月日、性別、戦
没者との続柄、電話番号	
②戦没者の氏名、本籍都道
府県名、陸・海軍の別を記
入して下記まで（５月31日
（金）当日消印有効）

問 申滋賀県健康福祉政策課　保護・援
護担当（☎０７７―５２８−３５１４
〒520-8577	大津市京町四丁目1−1）

不用品交換情報（４月15日現在）
♦ください（無料）
○携帯用充電器○オープンリールレ
コーダー○子ども用自転車○トラン
ク○大人用自転車○ワープロ○豆炭
あんか○冷蔵庫○木製のうす○炊飯
器○チャイルドシート○コーヒー
メーカー○プロパン用ガスレンジ○
車椅子○卓上ミシン○物干し台○電
動丸型のこぎり○整理たんす○食器
棚○電動自転車○ロフトベッド○オ
ルガン○ウィンドウクーラー○小型
テーブル○藁切り機○手押し式耕運
機○ビニールハウス組立用の芯○ガ
ス釜○ピアノ○３Ｂ体操セット○全
自動洗濯機○婦人用自転車○都市ガ
ス用ガスレンジ○クーラー○テレビ
ボード
♦ゆずってください（有料）
○子ども用自転車○冷蔵庫○炊飯器
○ミニ耕運機○電動自転車○葉刈り
用三脚○手押し式耕運機○ビニール
ハウス組立用の芯○ガス釜○都市ガ
ス用ガスレンジ
♦あげます（無料）
○六畳の上敷き○コップ○湯呑み茶
碗○椅子○水屋○火鉢○木製のうす
と杵○ルーパーラティス○オーディ
オラック○学習机○洗面台○石油
ファンヒーター○電気あんか○鍋
♦ゆずります（有料）
○アップライトピアノ○サウンドメ
リー○電気炊飯器（３合）○ポリタ
ンク（60Ｌ）○電気ポット○大人用
三輪車○大人用二輪車○窓用クー
ラー○ソファーベッド○バレーボー
ル用シューズ（21cm、赤）○ベビー
だんす○カラー BOX○ギター

※現物は保管していません。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

長浜米原休日急患診療所
５・６月の診療日のお知らせ
【診療日】	５月３日、４日、５日、６日、

12日、19日、26日
	 ６月２日、９日、16日、
	 23日、30日
【診療時間】	９時～18時
【受付時間】	８時30分～11時30分
	 12時30分～17時30分
【場　所】	宮司町１１８１−２
【電話番号】	６５−１５２５
※	受診時は保険証・お薬手帳をお忘れ
なく。

問健康推進課（☎６５−７７７９）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	５月７日（火）	10時～14時
	 ５月18日（土）	12時～16時
【ところ】	市民交流センター相談室
【相談員】	下地久美子さん（臨床心理士）
【料　金】	無料
※託児あり（要予約）、秘密厳守
申平日：人権施策推進課
　　　（☎６５−６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　　　（☎６５−３３６６）

催し・行事
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