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弁護士に気軽に
相談できます

♦平成26年度裁判員制度説明会
【と　き】	 ２月28日（金）
	 13時15分～15時20分頃

【ところ】	 大津地方・家庭裁判所別館
	 （JR大津駅北口から徒歩3分）

【定　員】	 40人（先着順）
【内　容】	 刑事裁判の傍聴（または広

報用映画鑑賞）、裁判員制度
の説明、質問コーナー

※参加費無料ですが、申込みが必要で
す。
問 申大津地方裁判所事務局総務課文書
係（☎０７７－５０３－８１１２）

催　し
♦�カラクリたんすから
　小判などを発見！
　曳山博物館で特別陳列展示
湖北観光情報センター（元浜町）の土
蔵から、江戸時代を中心とした小判等
85点が発見され、黒田官兵衛博覧会の
会期に合わせて展示しています。

【期　間】	 12月28日（日）まで
【時　間】	 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
問曳山博物館（☎６５－３３００）

♦地域が生んだ書家　大田左卿展
常設展示のほか、23作品を展示します。

【と　き】	 ２月12日（水）まで
	 ８時30分～17時
※第1・３日曜日、月曜日、祝日は休館

【ところ】	 市民交流フロア「ぶらっと」
	 〈西浅井支所２階〉
問西浅井支所地域振興課
　（☎８９－１１２２）

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	 ２月８日（土）11時～13時
【ところ】	 長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】	 特売セール、福引抽選会、

100円・200円・300円均一
コーナー、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）

講座・教室
♦ながはま創業塾
起業や事業展開を計画している人、起
業して間もない人、同じ想いを持った
仲間と一緒に１から学びませんか。
連続講座カリキュラム
①従業員雇用のポイント　創業に活用
できる補助金セミナー

【と　き】	 ２月７日（金）19時～21時
【講　師】	 高田	昌俊	氏（ながはま合同

法律事務所　社会保険労務
士・行政書士）

②マーケティング基礎セミナー
【と　き】	 ２月21日（金）19時～21時
【講　師】	 藤榮	幸人	氏（藤榮経営事務

所　中小企業診断士・ビジ
ネス修士）

①②共通
【ところ】	 長浜商工会議所（高田町）
【定　員】	 各回15人（先着順）
※受講料無料ですが、申込みが必要で
す。
問 申長浜商工会議所　中小企業相談所
（☎６２－２５００）(担当：國友・吉井)

♦こども茶道塾
楽しく礼儀作法を学びましょう。

【と　き】	 ２月23日（日）13時30分～15時
（年間全６回、すべて日曜日。２回目
以降の日程は参加者にお知らせします）

【ところ】	 五先賢の館（北野町）
【対　象】	 小・中学生
【定　員】	 15人
【参加費】	 １回500円
【申込み】	 ２月18日（火）までに電話で

下記まで
問五先賢の館（☎７４－０５６０）

♦マタニティ講座
赤ちゃん人形を使ってだっこやおむつ
換えなどを体験。助産師と先輩ママが
不安や疑問に丁寧に答えます。癒しの
胎教「ミニ音楽会」もあります。

【と　き】	３月１日（土）10時～11時30分
【ところ】	 六荘公民館（勝町）
【講　師】	 中川	留美子	助産師
【演奏者】	 足木	かよ	氏、藤居	鈴奈	氏
【対　象】	 市内在住・在勤の妊婦さん

とその家族
【定　員】	 20人（先着順）
【参加費】	 １人100円
【申込み】	２月４日（火）から電話で下記

まで
問 申火・水・木曜日の９時～15時
　子育て広場スキップ（☎６２－１２１２）
上記以外	 六荘公民館（☎６２－０１９８）
　※月、第１・３日曜日休館

♦子育て支援講演会
「キッズいわき	ぱふ」代表の岩城敏之
氏に「笑って学ぶ子育てのコツ	～けん
かやトラブルはこわくない～」と題し
ご講演いただきます。

【と　き】	３月７日（金）10時～11時30分
【ところ】	 市民交流センター（地福寺町）
【対　象】	 市内在住・在勤の未就園児の

保護者、子育てに関心のある人
【定　員】	 100人（先着順）
【参加費】	 無料
【託　児】	 子ども1人100円（先着35人）
※０歳児は膝上に抱いて参加

【申込み】	 ２月７日（金）から電話、FAX
または直接下記まで

問サンサンランド子育て支援センター
　（☎６２－３７１２）
※あいあいらんど、こどもらんど、の
びのびらんどの各子育て支援センター
でも受付けます。

募　集
♦婚活イベント　女性のみ追加募集
　カップリングクルーズinビアンカ
今回の出会いの場は琵琶湖最大の船
「ビアンカ」。大型豪華客船で優雅なひ
とときを楽しみながら、素敵な出会い
を見つけてみませんか。

【と　き】 	３月２日（日）13時～18時頃
【集合場所】 	長浜駅西口
【対　象】 	25～45歳の未婚の男女
【定　員】 	男女各70人程度（先着順）

※今回は女性のみの募集です。
【参加費】 	男性9,000円　女性4,000円
【申込み】 	２月14日（金）までに電話ま

たはEメールで下記まで
問 申湖北町商工会事務局
（☎７８－２１２１
Eメール 	kohoku-s＠mx.biwa.ne.jp）

相　談

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

お知らせ

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	 ２月４日（火）	10時～14時
	 ２月15日（土）	12時～16時
	 ３月４日（火）	10時～14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）

２月の税・料
　国民健康保険料 ９期
　介護保険料 ９期
　後期高齢者医療保険料 ８期

不用品交換情報（１月17日現在）
♦ください（無料）
○ベビーベッド○電子ピアノ○薪割り機
○熊の置物○本棚付おもちゃ箱○自転
車（幼児用・子ども用・大人用）○洗濯
機（二槽式）○携帯電話端末○携帯電
話用充電器○ハンドミキサー○フードプ
ロセッサー○湯たんぽ○梅干用竹ざる○
鋳物のすり鉢○風乾（干し物）ネット○
燻製器○サーキュレーター○冷凍庫○ぐ
い飲み○バリカン○家庭用精米機○漬
物用容器（蓋付）○カラーボックス○ミ
ルサー○圧力鍋○デジタル計量器○炊
飯用鍋（３合以上）○包丁○密封パック
器○電動自転車○保温ジャー（３升）○
ラジカセ○アルミ製片手鍋○台所用洗い
桶○ワープロ○夫婦座布団○エンジン
チェーンソー○グラウンドゴルフクラブ
○室内ジャングルジム○ダイニングテー
ブル（椅子付）○三輪車○介護用車椅
子○無加水鍋○裁断機
♦ゆずってください（有料）
○CADソフトウェア○自転車（大人用）
○電子ピアノ○薪割り機○ミニ耕運機○
エンジンチェーンソー
♦あげます（無料）
○フードプロセッサー○引出ケース○ゆ
で卵器○エレクトーン○子ども用机○ソ
ファ○都市ガス用コンロ○木製テレビ台
○アナログテレビ○電気鍋○学習机○日
本人形○電子レンジ○食器棚○子ども
用テニスラケット○DVDレコーダー○
ひな人形（ケース付）○すり鉢○乳幼児
用椅子
♦ゆずります（有料）
○線路と電車のおもちゃ○学習机○折り
畳み自転車（６段変速）○チェスのキャラ
クター商品○木製椅子のセット○ベッド
用補助食卓テーブル○リクライニング式
折り畳みベッド○本棚付おもちゃ箱○座
布団○勉強机と椅子○マッサージチェア
※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、利用者双方の
話合いで決定していただきます。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

長浜米原休日急患診療所
2・3月の診療日のお知らせ

【診療日】 2月2日、9日、11日、16日、
23日

3月2日、9日、16日、21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】 湖北医療サポートセンター
「メディサポ」内

	 （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。
※	電話番号はお間違えのないようご注
意ください。
問健康推進課（☎６５－７７７９）

結婚相談
【長浜地域】 ２月27日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 ２月28日(金)17時～19時
	 湯田公民館（内保町）

【びわ地域】 2月28日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】 ２月28日(金)18時～20時
	 虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】 ２月15日(土)18時～20時
	 湖北福祉ステーション・高齢

者福祉センター（湖北町速水）
【高月地域】 ２月12日(水)13時～15時
	 高月公民館（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ２月20日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】 ２月22日(土)10時～12時
	 山村開発センター（余呉町中之郷）

【西浅井地域】 ２月19日(水)13時～15時
	 西浅井公民館（西浅井支所内）
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
※いずれの会場も提供できる情報は同じです。

有料広告欄
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