
♦合唱団「輝らりキッズ」で
一緒に歌おう！
歌の好きな４歳児～中学生が毎週練習
しています。いつでも見学に来てくだ
さい。
【練習日・時間】
毎週土曜日　13時30分～15時30分

【ところ】	 長浜公民館（高田町）
問輝らりキッズ事務局〈長浜文化芸術
会館内〉（☎６３－７４００）
運営委員会（福永）（☎６２－７４５８）

催　し
♦�曳山「颯々館」の組立現場見学会
解体修理が行われていた宮司東町自治
会保有の市指定有形文化財「颯々館」の
組立作業を行います。修理方法につい
ての説明もありますので、ぜひお越し
ください。
【と　き】	 ３月８日（土）10時～
※雨天時は翌日に延期（時間は同じ）
【ところ】	 日枝神社　御旅所（宮司町）
※参加費無料・申込不要。
問颯々館地域活性化推進委員会
　柴田（☎６３－４８３４）

♦きゃんせ土曜市
【と　き】	 ３月８日（土）11時～13時
【ところ】	 長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】	 いちご特売セール、三角ス

ピードくじ抽選会、お菓子

よりどり20本セール、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）

♦高月あかり祭2014
～夜景つくりに帰ってきゃんせ!! ～
恒例の名物花火、キャンドルアート、
そして温かい飲食の出店のほか、今年
は芸術家の作品も並びます。
【と　き】	 ３月８日（土）16時～20時
【ところ】	 高月駅東側特設会場
	 （高月町高月）
※キャンドルアート作り募集（当日参加可）
※花火の打上予定は19時前後（約５分間）
問高月にぎやかし隊（中川）
　（☎０９０－１９５４－００１７）

♦早春の外来魚駆除釣り大会
釣り上げた外来魚は琵琶湖に返さない
「琵琶湖ルール」を広めるための大会
です。ご協力いただいた先着200人に
ポン菓子をプレゼント。
【と　き】	 ３月８日（土）10時～13時
	 荒天中止
【ところ】	 彦根旧湾港（彦根市松原町）
【集合場所】	 彦根総合運動場駐車場
【参加費】	 エサ代として１人100円
※釣り竿無料貸出あり。
問滋賀県琵琶湖レジャー対策室
　（☎０７７－５２８－３４８５）

♦第11回 青祥会研究発表大会
【と　き】	 ３月９日（日）
	 ９時30分～16時30分

【ところ】	 ルッチプラザ（米原市長岡）
【特別講演】13時～14時30分
「職場を元気にするコミュニケーショ
ン」～笑顔の輪を咲かせよう～
講師　鎌田　敏先生

（こころ元気研究所所長）
※参加費無料・申込不要。
問青祥会法人本部（☎６８－４１１４）

♦第14回　湖北母親大会
みんなで話し合い、学びましょう！
【と　き】	 ３月16日（日）
	 ９時30分～　受付
	 10時～　分科会
	 12時～　昼食、バザー等
	 13時～15時30分　全体会
【ところ】	 市民交流センター（地福寺町）
【参加費】	 500円（資料代として）
	 ※高校生以下無料
問湖北母親大会実行委員会（近藤）
　（☎７４－２４４１）

♦さいとうしのぶさんのおはなし
会とワークショップ
世界にひとつ！の自分の絵本をつくろ
う！
【と　き】	 ３月16日（日）
	 13時30分～15時30分
【ところ】	 虎姫図書館（宮部町）
【対　象】	 幼児から大人まで
【持ち物】	 筆記用具、スティックのり、

はさみ、着色するもの（色
鉛筆、クレヨンなど）

【定　員】	 40人（先着順）
【申込み】	 直接または電話で下記まで

（３月１日（土）10時～受付開始）
※参加費無料
問 申虎姫図書館（☎７３－２３３５）

♦朗読会　いのりのことのは
金子みすゞや宮沢賢治の作品、東日本
大震災を機に作られた命の大切さを伝
える絵本「ひまわりのおか」などを朗
読します。
【と　き】	 ３月16日（日）13時30分～
【ところ】	 湖北文化ホール（湖北町速水）
※入場無料、申込不要。

問朗読会いのりのことのは実行委員会
　（藤田紀子）（☎７２－４３３２）

♦ドレミ・ポップコーンクラブ
定期演奏会
「やさしいお琴・奏音（かのん）」
メンバーの演奏や、メキシコのプロ演
奏家との共演をお楽しみください。
【と　き】	 ３月23日（日）14時～16時
【ところ】	 滋賀県文化産業交流会館
	 小劇場（米原市下多良）
※入場無料、申込不要。
問ドレミ・ポップコーンクラブ
（☎６８－１２１２）

講座・教室
♦シフォンケーキ作り
【と　き】	 ３月９日（日）13時～16時
【ところ】	 市民交流センター（地福寺町）
【参加費】	 500円（材料費）
【持ち物】	 エプロン、焼き型（あれば）
【定　員】	 20人（先着順）
【申込み】	 ３月８日（土）までに参加費

を添えて下記まで
問 申市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

♦健康教室
【と　き】	 ３月13日（木）13時30分
【ところ】	 湖北医療サポートセンター
	 「メディサポ」（宮司町）
【テーマ】	 おいしく食べて、いきいき

と暮らす～歯と口を大切に
しましょう～

【講　師】	 地域包括ケアセンターいぶき
	 石黒幸枝氏（歯科衛生士）
※参加費無料、申込不要
問湖北医師会（☎６５－３６００）

♦シルバー福祉講座
引退後も社会に貢献！実践を通して介
護を学び、一緒にシルバー人材セン
ターで活躍してみませんか。
【と　き】	 ３月17日（月）10時～15時
	 ３月18日（火）10時～15時

【ところ】	 市民交流センター（地福寺町）
【内　容】	 介護の基本、車イス等を使っ

ての実習、栄養士による調
理実習

【対　象】	 市内在住の59歳以上の人
※原則２日間受講できる人
【定　員】	 20人（先着順）
【申込み】	 ３月12日（水）までに電話で

下記まで
問 申長浜市シルバー人材センター
　（☎６５－３３６７）

♦魚のさばき方教室
鯛やイカなど３匹をさばきます。
【と　き】	 ３月18日（火）14時～16時
【ところ】	 長浜公民館（高田町）
【定　員】	 10人（申込多数の場合は抽

選。初めての人を優先）
【負担金】	 １人1,000円
	 （材料費・保険料込）
【持ち物】	 エプロン、三角巾、出刃包丁、

刺身包丁、まな板、持ち帰
り用タッパー、ふきん（数
枚）、筆記用具

【申込み】	 ３月１日（土）～11日（火）16
時までに電話またはEメール
で下記まで

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

♦中国語教室
【と　き】	 ３月29日～８月９日の土曜

日・全16回
	 初級　15時～16時30分
	 中級　13時～14時30分
	 上級　10時30分～12時
【ところ】	 長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウス（神照町）
【定　員】	 各15人程度
【講　師】	 馮　麗利さん
	 （長浜バイオ大学留学生）
【受講料】	 16,000円（教材費別）
【申込み】	 ３月21日（金・祝）までに電

話、FAXまたはEメールで下
記まで

問 申長浜市多文化共生・国際文化交流
ハウス（☎/FAX	６３－４４００
Eメール 	nifa_info@ybb.ne.jp）

♦RINKOカルチャー　前期講座
春からの新しい講座や1day講座が盛
りだくさんです。
○軍師官兵衛を学ぶ
○スクラップブッキング教室
○知って得する相続セミナー
○おもしろいほどわかる金融資産講座
○ファイナンシャルプランナー３級
○親子英会話スクール
○ボイスレッスン教室
○おしばな教室
○親子でリトミック教室　など
見学も受付けています。詳しくは下記
まで。
問勤労者福祉会館 臨湖
　（☎６５－２１２０）

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

長浜米原休日急患診療所
3・4月の診療日のお知らせ

【診療日】	3月2日、9日、16日、21日、
23日、30日

	 4月６日、13日、20日、
	 27日、29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）

解体作業の様子（昨年８月）

イベントの様子（昨年）
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