♦ください
（無料）

○自転車
（大人用・子ども用）
○電動自転車○保温
ジャー○ラジカセ○アルミ製片手鍋○台所用洗
い桶○ワープロ○携帯電話端末○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
○子ども用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○エレクトーン○油絵セット○掃
除機○ＤＶＤレコーダー○ミシン
（ポータブル・足
踏み）
○洗濯機
（二槽式・全自動）
○炊飯器○子ど
も用袴○子ども乗せ自転車
（前後カゴ付）
○ひな
人形
（ケース付）
○洋服生地○チャイルドシート○
トルソー○ベビーベッド○足付将棋台○冷蔵庫
○エレクトーン
（ＵＳＢ対応）
○木製椅子のセット
○ＤＶＤプレーヤー
♦ゆずってください
（有料）
○自転車
（ 大 人 用 ）○ ミ ニ 耕 運 機 ○ エ ン ジ ン
チェーンソー○電動自転車○油絵セット○ポータ
ブルミシン○ひな人形
（ケース付）
○エレクトーン
（ＵＳＢ対応）
♦あげます
（無料）
○子ども用机○ベビーカー○木製のテレビ台○
アナログテレビ○電気鍋○学習机○日本人形○
乳幼児用の椅子○ポータブルトイレ○介護用バ
スチェア○鳥カゴ○雨ガッパ
（長浜南小）
○エレク
トーン○都市ガス用ガスコンロ○アナログテレビ
♦ゆずります
（有料）
○線路と電車のおもちゃ○学習机○ベビーカー
○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○本棚付のおもちゃ箱○座布団
（８枚）
○勉強机と椅子○マッサージチェア○六畳
用じゅうたん○チャイルドシート○学生服ジャ
ケットのみ
（長浜南小）○冬体操服上下
（長浜南
小）
○夏体操服上下
（長浜南小）
○回転モップ

早崎町にて中川潔さん撮影

問

バーデあざい（健康パークあざい）温浴施設
65歳以上無料招待

← 至木之本

【期 間】３月１日（土）～３月31日（月）
定休日：毎週火曜日

バーデあざい

上草野公民館
せんねん灸
（セネファ）

河毛駅

【対 象】市内在住の65歳以上の人

虎姫駅

（昭和24年３月31日以前に生まれた人）
※
「バーデあざい」の受付にて生年月日が確認できるもの（運転
免許証または保険証）
を提示してください。
※無料招待は１人につき１回に限ります。
問

草野川

浅井文化
スポーツ公園

平和堂

姉川
長浜ＩＣ

琵琶湖
ＪＲ長浜駅
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バーデあざい
（野瀬町８２８）
（☎７６−１１２６）

365

３月５日は
長浜ドームに
集合！

パブリックビューイングに先駆けて
長浜ドームで少年サッカー教室などが
（観覧自由、
入場無料）
行われる予定です。
【と き】14時～ 17時
【内 容】
 キッズサッカー教室、
フットサ
ル大会、
少年サッカー教室等
問

※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）

information

チョウマップができました

不用品交換情報（２月３日現在）

右）ナガサキアゲハ
（メス） 2013年７月21日
左）白色のチョウの分布図

政

環境保全課
（☎６５ ６
– ５１３）
湖北野鳥センター（☎７９ １
– ２８９）

「長浜市環境にやさしい日」のフリー
マーケット出店者を募集します。
【と き】 ３月23日（日）10時～15時
【ところ】 六荘公民館（勝町）
【対 象】 市内在住・在勤の営利・営業
を目的としない個人または
グループ（企業・商店は不可）
【募集区画数】18区画（先着順）
※１組１区画（1.8ｍ×1.8ｍ）
【出店料】 500円/区画
※飲食物・公序良俗に反する物は出店
できません。
【申込み】 住所・氏名・電話番号・出
展内容を明記し、FAXまた
は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 FAX ６５－６５７１
Eメール kankyou@city.nagahama.lg.jp）

行

道
車
動
自
陸
北

2014年2月15日

♦フリーマーケット出店者募集

北陸本線

広報ながはま

集

市民の皆さんと各小学校からの情報を基に
「チョウマップ」
が
完成しました。
マップは湖北野鳥センターに展示中です
（３月末まで）
。また
市ホームページでもご覧いただけます。
ご協力くださった皆さん、
ありがとうございました。
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募

マップからは白色のチョウ
（モンシロチョウなど）
が市内全域
で最も多く、
郊外の集落を中心に黄色いアゲハ、
山間部には黒い

「道の駅」湖北みずどりステーション
（湖北町今西）は、
設備改修工事のため、 滋賀県立小児保健医療センター病院長
臨時休業します。
の藤井達哉氏を講師に、
「湖北圏域に
【期 間】 2月17日
（月）
～2月22日
（土） おける医療ケアのあるしょうがい児・
※期間中もトイレは24時間利用できます。 者の現状と課題」と題してお話しいた
問 湖北みずどりステーション
だき、パネルディスカッションを行い
ます。
（☎７９－８０６０）
【と き】 ３月16日（日）
HP http://www.mizudori-st.co.jp
13時30分～16時30分
♦水草たい肥を無料で配布します 【ところ】 勤労者福祉会館  臨湖（港町）
※申込不要、参加費無料。どなたでも
県では琵琶湖の水草をたい肥化し、有
お越しください。
効利用を図っています。その効果を把
問 長浜米原しょうがい者自立支援協議
握するため、水草たい肥を無料配布し
ます。（活用後は、アンケートにお答
会〈しょうがい福祉課内〉
えください）
（☎６５－６５１８）
【と き】 ３月８日
（土）９時～14時
【ところ】 早崎町 県有地
講座・教室
（早崎内湖 南側）
問（公財）
淡海環境保全財団
♦農業セミナー
（☎０７７－５６９－５３０１）
滋賀県琵琶湖政策課
【と き】 ３月２日（日）13時30分～
（☎０７７－５２８－３４６３）
【ところ】 虎姫公民館（田町）
【テーマ】 果樹の栽培管理
【講 師】 中川 長司 さん
催 し
（元長浜農業高等学校教諭）
※参加費無料、直接会場にお越しくだ
♦サンサンランドイベント情報
さい。
問 昭和興農会 馬場
◆ファミリー広場
ピュアブラスの演奏、親子ふれあい遊 （☎０９０－３７２９－９８８９）
びなど。
♦甲種防火管理
（新規）
講習会
【と き】 ３月１日
（土）10時～11時
【対 象】 市内在住の乳幼児・小学生 【と き】 ３月13日（木）・14日（金）
と保護者
【ところ】 市民交流センター
（地福寺町）
【定 員】 30組（先着順）
【受講料】 5,000円
【参加費】 無料
【定 員】 100人（先着順）
◆サンサン工作クラブ
【申込み】 受講料を添えて最寄りの消
びよよーんタオル掛けを作ろう。
防署または分署まで。
【と き】 ３月８日（土）13時30分～ 【受付期間】 2月17日（月）～3月7日（金）
15時
※平日8時30分～17時15分
問 湖北地域消防本部予防課
【対 象】 市内在住の年長児～小学生
※幼児は保護者同伴
（☎６２－５１９４）
【定 員】 20人（先着順）
♦介護職員初任者研修
【参加費】 １人100円（当日集金）
【持ち物】 油性カラーペン、うわぐつ
県が定めたカリキュラムに基づき、講
◆赤ちゃん広場
座・実技講習を実施。研修終了後は、全
親子ふれあい遊びやおすすめ絵本の紹
国に通用する修了証書をお渡しします。
介など。
【募集期間】
【と き】 ３月13日
（木）10時～11時
２月24日（月）～３月７日（金）
【対 象】 市内在住のH25.7～10月生 【研修期間】
まれの赤ちゃんと保護者（初
３月14日（金）～４月28日（月）
めて父親・母親になる人限定）
※週４日程度を予定
【定 員】 30組（先着順）
【ところ】特別養護老人ホーム
【参加費】 １人100円（当日集金）
湖北朝日の里
（湖北町延勝寺）
《共通事項》
【受講資格】県 内在住の18歳以上の人
【ところ】 サンサンランド（地福寺町）
で全講習日受講可能な人

アゲハが分布していることがわかります。
チョウは種類によって食べる植物が異なり、見られるチョウ
が 多 様 で あ る ほ ど、地 域 の 植

♦湖北圏域重度障害児者医療
ネットワークフォーラム

【定 員】19人（先着順）
【受講料】60,900円（テキスト代込）
問 特別養護老人ホーム湖北朝日の里
（☎７９－８１１１）

物相が豊かであると言えま
す。
ま た 今 回、温 暖 化 に よ り 分

♦湖北みずどりステーション臨時
休業

【申込み】 ２月17日（月）から電話また
は直接下記まで
問 申 サンサンランド（☎６２－３７１２）

布 を 北へ拡 大 していると思 わ
れ る ナ ガ サ キ ア ゲハの 生 息 も
確 認 さ れ ま し た。 今 後 の 動 向
を見守る意味で貴重な記録と

お知らせ

なりました。

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。

長浜サッカー協会
esty-1010@nifty.com

Eメール

問

キムラスクエアガーデン （☎０７４８－４８－８１８１）
広報ながはま

2014年2月15日
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