情報ひろば

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。

【と

き】 ①７月21日（日）
②９月15日（日）
お知らせ
③11月17日（日）
13時～16時（①～③共通）
♦海で安全に楽しく遊ぶために
【ところ】 きのもとまちの駅
（旧木ノ本駅舎）
○疲れているとき、飲酒したときは、
【定 員】 各回10人（先着順）
海に入らない。
【受講料】 5,000円（材料費込み）
○子どもからは、目を離さない。
問 長浜北商工会（☎８２－５０５１）
○子どもも大人もライフジャケットを
着用しましょう。
♦能役者が語る「能 言葉の世界」
○携帯電話は防水パック等に入れ、常
時携帯しましょう。
現役能楽師がわかりやすく、おもしろ
○海の「もしも」は118番！
く能の魅力を紹介します。
問 敦賀海上保安部
【と き】 ７月21日（日）14時～
【ところ】 今重屋敷能舞館（元浜町）
（☎０７７０－２２－０１９１）
【講 師】 観世流 青木道喜氏、古橋
◆黒壁美術館へ行こう！
正邦氏、橋本忠樹氏
平成４年に開館した黒壁美術館が７月 【入場料】 500円
21日
（ 日 ）17時 を も っ て 休 館 し ま す。 問 今重屋敷能舞館（☎５０－１２７２）
これまで支えていただいたことへの感
♦レイカディア大学米原校大学祭
謝の意を込めて、市民の皆さんは入館
無料とします。
園芸や北近江文化など各学科で学ぶ熟
【期 間】 ７月21日
（日）
まで
年学生（60歳以上）の学習成果発表と、
【開館時間】 10時～17時
卒業生の地域活動の展示・発表です。
花苗、竹細工等のプレゼントや苔玉つ
【入館料】 大人600円  小中学生400円
くり、体力測定等の体験も無料ででき
※入館時に「広報見たよ」で無料。
問 黒壁美術館（☎６２－６３６４）
ます。
（無料）
【と き】 ７月23日（火）～25日（木）
10時～15時
（23日のみ13時～）
催し・行事
【ところ】 県立文化産業交流会館
（米原市下多良）
♦湖辺のランチコンサート
問 レイカディア大学米原校事務局
（☎５２－５１１０）
大正琴の新たな表現を求めて活動する
B.O.ジャパンの演奏で楽しい夏のひと
♦夕涼み横丁
ときをお過ごしください。
【と き】 ７月21日
（日）12時開場
盆踊りコンテストや縁日コーナー、ウ
【ところ】 レストランノースポール
チワ大抽選会で夏の夕べを楽しもう。
（平方町）
【と き】 ７月27日（土）
【入場料】 4,500円（食事付）
【ところ】 木之本観光駐車場
問 琴・四季の会 藤川
（木之本町木之本）
問 長浜北商工会 青年部
（☎０９０－６０７０－０６４０）
（☎８２－５０５１）

♦木製ランプシェード製作体験会

ヒノキを使ったオリジナルのランプ
シェードを作ってみませんか。

♦水とロマンの祭典

夏のグルメや「びわ湖に感謝！」大声

コンテスト、真夏のステージ、ちびっ
こ魚つかみ、模擬店、フリーマーケッ
ト等をお楽しみください。
【と き】 ７月28日（日）９時～14時
【ところ】 尾上漁港一帯（湖北町尾上)
問 こほく地域フェスティバル委員会
事務局（☎８２－５９００）

♦リンコ・マンスリーマルシェ

リサイクル・リユース品（衣類や雑貨
など）
、手作り品、お菓子などを販売
するお店が約25店並びます。出店者も
随時募集中。
「うちわに絵を描こう」
、「自然木でカ
ブトムシをつくろう」も同時開催！
【と き】 ７月28日（日）
10時～15時 ※雨天中止
【ところ】 勤労者福祉会館臨湖（港町）
問 勤労者福祉会館臨湖
（☎６５－２１２０）

♦ダンスにチャレンジ！

①カッコいい系ダンス
【と き】 ７月30日（火）
10時30分～11時30分
【講 師】 CHIHARU先生
（Studio RISE代表）
②かわいい系コミカルダンス
【と き】 ８月６日（火）
10時30分～11時30分
【講 師】 藤 本 朋 子 先 生（AFAA認 定
インストラクター）
①②共通
【ところ】 サンサンランド（地福寺町）
【対 象】 ４歳児クラス～小学６年生
【定 員】 各回25人（先着順）
【持ち物】 う わ ぐ つ、 汗 ふ き タ オ ル、
水分補給できるもの、動き
やすい服装
【参加費】 １人100円（当日集金）
【申込み】 ７月16日（火）から電話また
は下記まで直接
問 申 サンサンランド（☎６２－３７１２）

夏休み中のサンサンランド
利用時間案内
７月22日
（月）
～８月25日
（日）
は
○９時～12時 乳幼児（保護者同伴）
○13時～16時45分 小学生以上
の利用とします。

♦観音の里たかつき
ふるさとまつり

巡回バス（JR高月駅発・有料）で高月
地域周辺の観音さまを一挙に拝観でき
ます。
渡岸寺観音堂（向源寺）境内では門前
市やステージイベントが行われます。
【と き】 ８月４日
（日）
特別拝観 ８時45分～17時
門前市
10時～18時
【ところ】 渡岸寺観音堂（向源寺）
および高月町周辺
問 観音の里たかつきふるさとまつり
実行委員会事務局（☎８２－５９００）

♦お楽しみおはなし広場

人形劇サークル「ピエロ」による人形
劇、手遊びなどで、楽しい時間をすご
しましょう！
【と き】 ８月８日
（木）
10時15分～11時15分
９時50分 受付開始
【ところ】 あいあいらんど
（高月町柳野中）
【対 象】 １歳～就学前児と保護者
【定 員】 50組（先着順）
【参加費】 子どものみ１人100円
【申込み】 ７月18日
（木）から電話また
はFAXで下記まで。
問 申 あいあいらんど子育て支援センター
（☎・FAX ８５－５５７７）

講

座

♦親子クッキング教室

夏休みの思い出に親子で楽しくお料理
しましょう♪

※インターネットでの申込みは８月28
き】 ８月６日
（火）①９時～12時
日
（水）
まで
②13時～16時
詳しくは滋賀県警察のホームページ
【ところ】 湖北公民館（湖北町速水）
（http://www.pref.shiga.lg.jp/
【対 象】 年長～小学生の親子
【定 員】 16組（応募多数の場合抽選） police/）をご覧ください。
問 滋賀県警察本部警務課採用係
【参加費】 １人500円
【申込み】 ７月23日
（火）までに電話で
（☎０１２０－２０４－３１４）
下記まで。
不用品交換情報（７月１日現在）
問 湖北公民館（☎７８－１２８７）
♦ください（無料）
♦シニア対象
○折り畳み式卓球台○コスメボック
ス（ミラー付）○座椅子○もちつき
旅館ホテルスタッフ技能講習会
機○ベビーカー○チャイルドシート
【と き】 ８月26日
（月）～９月６日
（金）
○電動丸型のこぎり○電動自転車○
土日除く10日間 13時～17時
臼と杵○藁切り機○白扇○子ども用
【ところ】 大津・草津両市のホテル
袴○おもちゃの刀○刀に関する物品
※講習日により会場移動
（飾り台等）○ロフトベッド○自転車
【定 員】 20人
（子ども用・大人用）○手押し式耕運
【対 象】 55歳以上の県内在住者で講
機○クーラー○テレビボード○電気
習に係る就業を希望する人
あんか○小型テーブル○コーヒー
（ハローワークで求職登録が
メーカー○小さい鍋○足踏みミシン
必要です）
○子ども乗せ用自転車（前後カゴ付
【受講料】 無料
タイプ）○パソコン○地デジ対応テ
【申込締切】 ８月９日
（金）必着
レビ○電子レンジ○初心者・高齢者
【面接日程】 ８月19日
（月）10時～
向け携帯電話○一輪車○食器棚○
連合会事務所にて
ウィンドウクーラー○小型全自動洗
※詳しくは問合せください。
濯機
問 滋賀県シルバー人材センター連合会
♦ゆずってください（有料）
（☎０７７－５２５－４１２８）
○折り畳み式卓球台○もちつき機○
手押し式耕運機○葉刈り用三脚○自
転車（大人用）○地デジ対応テレビ
○文化琴
試 験
♦あげます（無料）
○入浴用キャリー○耐火用金庫○電
♦第２回滋賀県警察官採用試験
気ポット○介護用ベッド○スチール
製ロッカー○電子オルガン○エレク
平成26年４月１日採用予定の警察官を
トーン○机○ベビーベッド○電気ス
募集します。
トーブ○学習机○水屋○都市ガス用
【第１次試験日】９月22日
（日）
ガスレンジ
【試験会場】
♦
ゆずります（有料）
滋賀大学教育学部（大津キャンパス）
○ベッド用補助テーブル○電気炊飯
【試験区分及び採用予定人数】
器（３合）○ポリタンク（60L）○ウィ
男性Ａ（大卒程度）15人程度
ンドウクーラー○ベビーダンス○カ
女性Ａ（大卒程度） ３人程度
ラー BOX○ギター○軟式野球ボール
男性Ｂ（高卒程度）14人程度
○サウンドメリー
女性Ｂ（高卒程度） ３人程度
※現物は保管していません。
【受付期間】
問 環境保全課
（☎６５−６５１３）
８月１日
（木）
～８月31日
（土）
【と

有料広告欄

HP http://www.ohmi.lawyers-office.jp
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広報ながはま
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