
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

【内　容】	県内の天文アマチュアの研
究発表と講演会「彗星って
なあに？」、天体望遠鏡を
使っての星空観察会

【参加費】	 300円
※申込不要
問滋賀天文のつどい実行委員会事務局
　（☎０９０－２７０１－１４６６）

♦世界遺産国内暫定リスト
　百舌鳥古墳群と大阪城を訪ねる旅
仁徳天皇陵（大仙陵古墳）で有名な百
舌鳥古墳群と姉妹城提携30周年を迎え
た大阪城を訪ねます。
【と　き】	 11月11日（月）
【定　員】	 45人（先着順）
【参加費】	 6,000円
【申込み】	 10月31日（木）までに電話で

下記まで
※日程等詳しくは問合せください。
問 申長浜ユネスコ協会事務局〈生涯学
習・文化スポーツ課内〉
（☎６５－６５５２）

♦県立盲学校（専攻科）
　オープンスクール
【と　き】	 11月14日（木）
	 ９時30分～14時20分
【ところ】	滋賀県立盲学校（彦根市西

今町）
【内　容】	授業見学や個別相談、寄宿

舎見学など
【申込み】	 11月８日（金）までに電話で

下記まで
問 申滋賀県立盲学校　担当：平井
　（☎０７４９－２２－２３２１）

♦第15回伊吹・姉川上流交流会
“奥伊吹”曲谷・五色の滝と秋の味覚
ツアー
【と　き】	 11月23日（土) ９時～16時

10分（雨天決行）
【行き先】	五色の滝、大持多目的広場
	 （米原市曲谷）
　　　　　※チャーターバス運行
【内　容】	五色の滝散策、シシ鍋食談

会（猟の都合によりメニュー
変更あり）

【持ち物】	お箸、コップ、お椀、防寒具、
雨具、水筒など

【参加費】3,000円（昼食費など）
【定　員】	 40人(先着順)
【締　切】	 11月８日（金）までに氏名・

参加人数・住所・連絡先を
電話・FAX・Eメールで下記
まで

問 申ながはまアメニティ会議事務局
〈環境保全課内〉
（☎６５－６５１３　 ６５-６５７１
Eメール	n-amenity@ex.bw.dream.jp）

講座・教室

♦第２回 Bonjour ボンジュール
ながはま
～フランス語でおしゃべりしましょう～
【と　き】	 11月５日、12日、26日、

12月３日、10日、17日
	 火曜日　14時30分～16時
	 （全６回）
【ところ】	国際文化交流ハウスGEO
	 （神照町）
【内　容】	入門レベル
【参加費】	 1回1,000円（菓子、コーヒー

付）
	 ※６回すべて受講する場合

5,000円
【定　員】	各回８人
【申込み】	各回３日前までに電話で下

記まで
問 申NPO法人長浜市民国際交流協会
　（☎６３－４４００）

♦親子料理教室
鉄分や食物せんいの宝庫「豆」を使っ
た創作料理を作ります。
【と　き】	 11月９日（土）９時～12時
【ところ】	長浜学校給食センター（南

田附町）
【対　象】	市内在住の小学生の親子
【定　員】	 20組（先着順）
【参加費】	無料
【申込み】	 10月21日（月）９時～25日

（金）17時に電話で下記まで
問 申長浜学校給食センター
　（☎６３－５８１８）

♦リフレッシュ講座
ヨガでリフレッシュしませんか。
【と　き】	 11月13日（水）10時～11時
【ところ】	のびのびらんど子育て支援

センター（八木浜町）
【講　師】	北	京子氏（日本ヨガ連盟認

定指導員）
【対　象】	市内在住の未就園児の保護

者
【定　員】	 30人（先着順）
【参加費】	 100円
【託　児】	先着20人、子ども1人100円
【申込み】	 10月15日（火）～ 氏名・住

所・電話番号・託児希望者は
お子さんの名前・生年月日・
月齢を電話または下記まで
直接

問 申のびのびらんど子育て支援センター
（☎７２－８１７７		受付時間13時～17時）

♦甲種防火管理（新規）講習会
【と　き】	 11月25日（月）・26日（火）

【ところ】	市民交流センター
	 （地福寺町）
【受講料】	 5,000円
【定　員】	 100人（先着順）
【申込み】	 11月１日（金）から最寄りの

消防署または分署で本人ま
たは代理人が受講料添えて
直接（受付日時：平日８時
30分～17時15分）

※	申込書は各受付場所にあります（湖
北地域消防本部のホームページからダ
ウンロード可）
問湖北地域消防本部予防課
　（☎６２－５１９４）

♦最低賃金が改定されました
滋賀県最低賃金は10月25日から、
１時間730円となります。
最低賃金は雇用形態を問わず県内の事
業所に雇用されるすべての労働者に適
用されるもので、賃金の最低額を保障
するとともに、労働条件の改善に重要
な役割を果たしています。
（特定の産業には特定（産業別）最低賃
金が定められています）
問彦根労働基準監督署
　（☎０７４９－２２－０６５４）

催　し

♦曳山博物館特別展
「人々の救い		天神信仰－菅原伝授手習
鑑より－」
【会　期】	 11月10日（日）まで
	 ※会期中無休
【時　間】	９時～17時
	 （入館は16時30分まで）
【ところ】	長浜曳山博物館（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
◆特別記念講演会・カラクリ実演
【と　き】	 10月27日（日）
	 18時40分～20時30分
【講　師】	山田和人氏（同志社大学教

授・長浜市文化財審議委員）
※聴講無料・申込不要
問長浜曳山博物館（☎６５－３３００）

♦びわ湖環境ビジネスメッセ2013
国内最大級の環境産業見本市。過去最
高の314企業・団体、512小間が出展
し、セミナーも充実しています。環境
関連ビジネスに興味のある人はぜひお
越しください。
【と　き】	 10月24日（木）～26日（土）
	 10時～17時（最終日は16時）
【ところ】	県立長浜ドーム（田村町）
※入場無料ですが、名刺または入場登
録が必要となります。またセミナーの
参加には事前登録が必要です。
※会場周辺には駐車場がありません。
公共交通機関または来場者駐車場（米
原駅東口）から無料シャトルバスでお
越しください。
問びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員
会事務局（☎０７７－５２８－３７９３）
ホームページ　http://www.biwako-
messe.com/

♦こどもお茶会体験
【と　き】	 10月26日（土）10時～11時
【ところ】	市民交流センター和室
	 （地福寺町）
【対　象】	市内在住の４歳児から小・

中学生（幼児は保護者同伴）
【講　師】	遠州流浅井支部の皆さん
【定　員】	 20人（先着順）
【参加費】	１人100円（当日集金）
【申込み】	 10月17日（木）から電話また

は直接下記まで
問 申サンサンランド子育て支援センター
　（☎６２－３７１２）

♦マンドリンコンサート
地元長浜になじみ深い曲・懐かしの曲
でお楽しみください。
【と　き】	 10月26日（土）19時開演
	 （18時30分開場）
【ところ】	今重屋敷能舞館（元浜町）
【演　奏】	マンドリーノ洋
【チケット】	 500円
※能舞館・まちづくり役場で販売。
問今重屋敷能舞館（☎５０－１２７２）

♦フリーマーケット in リンコ2013
約50店のフリーマーケットの他、ス
イーツやカレーなどの販売車も。雨天
決行
【と　き】	 10月27日（日）10時～15時
【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）

♦湖北地域　福祉の職場説明会
福祉の仕事をめざす皆さんに、仕事内
容の説明や、福祉の資格に関する相談
を行います。
「福祉」や「保育」の職場に関心がある人
や、就職を希望する人はお気軽にお越
しください。
【と　き】	 10月31日（木）13時～16時
【ところ】	市民交流センター
	 （地福寺町）
※申込不要・参加費無料
※長浜・米原の介護保険サービス事業
所、しょうがい福祉サービス事業所、
保育所等を開設する事業所が参加しま
す。
問高齢福祉介護課（☎６５－７７８９）

♦第17回長濱ゆう歌舞伎
公募により参加した役者・スタッフと
地元商店主たちがつくりあげた町衆歌
舞伎をぜひご覧ください。
【と　き】	
11月2日（土）	 昼13時～15時30分
	 	 夜18時～20時30分
11月3日（日・祝）	昼13時～15時30分

　（開場は各公演30分前）
【ところ】	長浜曳山博物館（元浜町）
【演　目】	「恋飛脚大和往来」封印切／

新口村
【入場料】	 1,000円
（曳山博物館でチケット販売中）
問ゆう壱番街商店街	みのや
　（☎６２－３７７６）

♦地域でつながるスポーツフェスタ
しょうがいがある人もない人も一緒に
スポーツを楽しむイベント。パラリン
ピック選手とのふれあいや、各種ス
ポーツ体験ブースなど。
【と　き】	 11月４日（月・振休）
	 10時～15時
【ところ】	長浜市民体育館（宮司町）
※参加費無料・申込不要
問滋賀県障害福祉課
　（☎０７７－５２８－３５４２）

♦平和祈念式典
戦没者の慰霊と世界平和を祈念するた
め、平和祈念式典を開催します。
【と　き】	 11月９日（土）９時30分～
【ところ】	湖北文化ホール
	 （湖北町速水）
【内　容】	式典、戦跡訪問事業参加感

想文発表、合唱など
【定　員】	 250人
※申込不要
問長浜市平和祈念式典実行委員会事務
局〈総務課内〉（☎６５－６５０３）

♦おたのしみおはなし広場
わらい袋の２人組による狂言遊びや音
楽遊びなどを楽しみましょう。
【と　き】	 11月９日（土）10時～11時
【ところ】	市民交流センターふれあい

ホール（地福寺町）
【対　象】	市内在住の乳幼児から小学

生（乳幼児は保護者同伴、
祖父母も可）

【定　員】	 100人（先着順）
【参加費】	子ども１人100円
	 （当日集金）
【申込み】	 10月17日（木）から電話また

は直接下記まで
問 申サンサンランド子育て支援センター
　（☎６２－３７１２）

♦天体望遠鏡で星空を楽しもう
　滋賀天文のつどい＆星空観察会
【と　き】	 11月10日（日）
	 つどい　13時30分～17時
	 観察会　17時30分～19時
※悪天候の場合、観察会は中止。17時
に判断しますので問合せください。
【ところ】	ウッディパル余呉（余呉町

中之郷）

不用品交換情報（10月１日現在）
♦ください（無料）
○耐火用金庫○自転車（婦人用・子ども用・
大人用）○洗濯機（二層式・全自動）○炊
飯器（五合炊き以上）○市松人形○電子レ
ンジ○液晶テレビ○工業用大型電動ミシ
ン○電動サンダー○レンガ（茶色）○ウィ
ンドウクーラー○防音機材○都市ガス用
ガスコンロ○裁断機○ベビーカー○子ど
も乗せ用自転車カゴ○白扇○子ども用袴
○おもちゃの刀○押し式耕運機○二段
ベッド○ノートパソコン○こたつ○こたつ
布団○ダイニングーテブル（椅子付）
♦ゆずってください（有料）
○自転車（子ども用）○防音機材○エレク
トーン（USB対応）○手押し式耕運機○
ギター
♦あげます（無料）
○座敷机○日本人形○雛人形（七段）○学
習机○エレクトーン○木製和服タンス○
布団タンス○一面化粧台
♦ゆずります（有料）
○回転モップ○都市ガス用ガスコンロ○
足踏みミシン○座椅子（黒色・合皮）○六
畳用じゅうたん○子ども用二段ベッド○
遠赤外線インフラヒーター○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）

お知らせ
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