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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

♦マタニティ講座
赤ちゃん人形を使ってだっこやおむつ
替えなどを体験。癒しの胎教「ミニ音
楽会」もあります。
【と　き】	９月14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	啓子助産師
【演　奏】	足木かよ氏・藤居鈴奈氏
【対　象】	市内在住・在勤の妊婦さん

と家族
【定　員】	 20人（先着順）
【参加費】	１人100円
【申込み】	電話で下記まで
問 申生涯学習・文化スポーツ課
　（☎６５－６５５２）

♦料理教室～プロの味を伝授～
【と　き】	 10月１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（応募者多数の場合抽

選、初めての人を優先）
【講　師】	成駒家女将　堀部	八重氏
【メニュー】	小鮎の佃煮・エビ豆・手ま

り寿司
【参加費】	１人500円
	 （材料・保険料込、当日徴収）
【持ち物】	エプロン・三角巾・包丁・

刺身包丁（お持ちの方のみ）
ふきん・持ち帰り用タッパー
（２つ）・筆記用具など

【申込み】	８月19日（月）～31日（土）に
電話またはEメールで下記ま
で（受付時間７時～17時、
水曜・日曜は休み）

問 申長浜地方卸売市場いちば食育隊
（☎６３－４０００
Eメールnagasijo@mx.bw.dream.jp）

募　集

♦湖北のアールブリュット展
　出展作品の募集
10月５日・６日に曳山博物館（元浜町）
で開催する「アールブリュット展」に、

陶芸、絵画等を出展しませんか。
【応募資格】
障害者手帳をお持ちの、長浜・米原両
市に在住・在勤の人（無料）
【応募方法】
８月30日（金）までに、作品を添えて直
接下記まで。
※作品受付時に選考あり。
問湖北地域しょうがい者相談センター
「ほっとステーション」（末広町）
　（☎６４－５１３０）

♦第28回びわ湖ほのぼの大賞
地道に地域活動を続け、湖国滋賀の発
展を陰ながら支えている人たちを顕彰
します。
【顕彰部門】
環境保全、社会福祉、地域安心安全、
子ども育成、文化・スポーツ振興
【対象】
広く一般県民その他から推薦を受けた
個人やグループ
【応募方法】
９月13日（金）までに応募用紙を下記ま
で送付。応募用紙は市役所案内にも設
置しています。
問びわ湖放送㈱ほのぼの大賞事務局
　（☎０７７－５２４－０１５４）

♦県立米原SOHOビジネスオフィス
　入居者募集
県産業支援プラザのインキュベーショ
ンマネージャー（創業支援員）が常駐
し、経営や課題に関する指導助言や専
門家の紹介など様々な支援を受けるこ
とができる賃貸オフィススペースです。
【応募資格】
①	ITを活用した事業を行うSOHO事業
者で、創業後５年を経過しない人
②	①に該当する人を支援するため、知
事が適当と認める事業を行う人
【募集区画数】５区画
【使用料金】20,900円～21,800円（区
画により異なります）
【入居開始可能日】10月１日（火）
【入居期間】３年以内
【申込期限】８月30日（金）17時15分
※申込方法等詳しくは滋賀SOHOビジ

ネスオフィスホームページをご覧くだ
さい。
問滋賀県商工観光労働部中小企業支援
課（☎０７７－５２８－３７３３）
滋賀県米原SOHOビジネスオフィス
　（☎５２－９２００
　HP		http://www.soho-shiga.jp/）

♦曳山模型と図面勢ぞろい展
　＆長浜オールウェイ図展
長浜と同じ形の曳山を集め、メカニズ
ムがわかる精密な図面を展示していま
す。長浜の今昔を古写真で紹介してい
ます。
【と　き】	９月８日（日）まで
	 ※会期中無休　９時～17時
	 （入館は16時30分まで）
【ところ】	曳山博物館（元浜町）
【入館料】	大人600円	 小中学生300円
※長浜・米原両市の小中学生は無料

◇講演会「姫路城下町の山祭り－
　三ツ山神事の事例から－」
【と　き】	８月24日（土）13時30分～
【ところ】	曳山博物館伝承スタジオ
【講　師】	小栗栖	健治	氏
	 （兵庫県立歴史博物館）
※聴講料無料・申込不要
問曳山博物館（☎６５－３３００）

♦きのもと空き町家利用者募集
　＆内覧会・骨董市
【と　き】	８月17日（土）、18日（日）
	 10時～15時　内覧会
	 ８月23（金）～25日（日）
	 10時～16時　内覧会
	 13時～20時　骨董市
【ところ】	長浜北商工会情報の館（木之

本町木之本）の集合し、空き
町家へ

※当日参加可能ですが、事前に連絡い
ただければスムーズにご案内できます。
問長浜北商工会情報の館
　（☎５０－６９３４）

♦リンコ・マンスリーマルシェ
リサイクル・リユース品、手作り品、お
菓子などの販売。農高生によるブドウ
販売もあります。出店者も随時募集中。
【と　き】	８月25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）

♦湖国ひとまちネット
　聞いて・見て・体験フェスタ2013

健康で安心して暮らせる地域づくりを
めざし、ボランティア活動の輪を広げ
る集いです。この「出会いの場」で湖
国ひとまちネットの活動内容等を紹介
します。
【と　き】	８月25日（日）10時～15時
【ところ】	市民交流センター（地福寺町）
【内　容】
・特別講演「認知症を知ろう」（10時～）
・市民公開体験講座「体操のススメ」
　（13時～）
※持ち物：タオル、体操のできる服装
・手打ち蕎麦（東日本大震災復興支援）
・写真展、美術展など
問湖国ひとまちネット
　（☎６３－９８２２）

♦第16回長浜養護学校作品展
本校児童・生徒が制作した絵画や焼き
物などを展示します。
【と　き】	８月30日（金）～31日（土）
	 10時～21時（31日は19時）
【ところ】	アル・プラザ長浜１階
	 セントラルコート
問滋賀県立長浜養護学校
　（☎６３－９７２１）

♦浅井家顕彰法要・講演会
【と　き】	９月１日（日）13時30分～
【ところ】	徳勝寺（平方町）
【内　容】	①浅井氏三代顕彰法要
	 ②記念講演「浅井氏ゆかりの

武器・武具」講師	森岡栄一
（長浜城歴史博物館）

	 ③墓前祭
【参加費】	 500円（一般参加の場合）
問浅井家顕彰会（☎６２－５７７４）

♦市場感謝祭
ストリートダンスや餅まき、ビンゴ
ゲーム、懸賞付き盆踊り大会など盛り
だくさん。模擬店も多数出店します。
【と　き】	９月７日（土）（雨天中止）
	 16時～20時30分
【ところ】	長浜地方卸売市場
	 北側駐車場（田村町）
問長浜地方卸売市場感謝祭実行委員会
　（☎６３－４０００）

講座・教室

♦緑地管理講習会
庭木・果樹の剪定を学びます。
【と　き】	９月４日（水）～11月
	 （全10回）９時～17時
【ところ】	長浜市シルバー人材センター

（小堀町）
【定　員】	 20人（先着順、全日程受講

できる人）

【対　象】	 55歳以上の市内在住者で、
ハローワークで求職登録し
ている人

【受講料】	無料
※日程、申込方法等詳しくは問合せく
ださい。
問長浜市シルバー人材センター
　（☎６５－３３６７）

♦子育て支援講座
教育・心理カウンセラー富田富士也氏
による講演会です。
【と　き】	９月７日（土）
	 ９時30分～11時45分
【ところ】	湖北文化ホール（湖北町速水）
※参加費無料・申込不要
問長浜市民間保育協議会事務局
　〈小谷保育園内〉（☎７８－２００６）

♦剣道教室開催
日本の伝統文化である剣道を体験して
みませんか？
【とき・ところ】
９月７日・14日（土）
14時～16時

市民体育館
武道場

９月12日・19日（木）
19時～21時

長浜南中学校
武道場

９月23日（月・祝）
９時～16時

市民体育館
アリーナ

【対　象】	小学生（剣道未経験者）
【定　員】	 20人程度
【申込み】	９月５日（木）までに氏名、

学年、連絡先をFAXで下記
までお知らせください。

※１回のみの参加も可能。運動しやす
い服装で参加してください。
問 申長浜市剣道連盟　平山
　（☎０９０－９８８１－７０９４
　FAX６３－１６３６）

♦シニア対象マンション管理員
　技能講習
【と　き】	９月12日（木）～27日（金）
	 土日祝日除く10日間
	 13時～17時
【ところ】	シルバー連合会事務所
	 （大津市逢坂）
【定　員】	 20人
【対　象】	 55歳以上の県内在住者で講

習に係る就業を希望する人
（ハローワークで求職登録が
必要です）

【受講料】	無料
【申込締切】	９月２日（月）必着
【面接日程】	９月４日（水）10時～
	 シルバー連合会事務所にて
※詳しくは問合せください。
問滋賀県シルバー人材センター連合会
　（☎０７７－５２５－４１２８）

不用品交換情報（８月１日現在）
♦ください（無料）
○レーザーカラオケ○全自動洗濯機○
液晶テレビ○アナログテレビ○耐火用
金庫○防音機材○ウィンドウクーラー
○子ども用自転車○藁用の押し切り
○都市ガス用コンロ○手押し式耕運
機○ビデオデッキ○白扇○子ども用袴
○おもちゃの刀○冷凍庫○飼育用水槽
○植木鉢（素焼き）○卓上ミシン○二
人乗りベビーカー○チャイルドシート
○二段ベッド
♦ゆずってください（有料）
○液晶テレビ○電動自転車○防音機
材○USB対応エレクトーン○二人乗
りベビーカー
♦あげます（無料）
○額縁（虎の刺繍入り）○ワープロ
○木製せいろ○ロッキングチェア○
オルガン○小学生用自転車
♦ゆずります（有料）
○会議用長机○回転モップ○座椅子
○六畳用じゅうたん○小型冷蔵庫○
マッサージ機
※現物は保管していません。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

催し・行事
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