
♦浅井ふれあいの里
プラザふくらの森休館のお知らせ
新たな利活用に向けて当面の間休館し
ます。ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
問農政課（☎６５－６５２２）

催　し
♦�きゃんせ土曜市

【と　き】	 ４月12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）

♦「きもの」生地を使った「和」
テイストの製作物の展示
長浜高等学校華道部員たちが、きもの
の端切れを用い、若さあふれる発想を
駆使して作った作品の数々を展示しま
す。

【と　き】	 ４月12日（土）～15日（火）
10時～16時（初日は12時～）

【ところ】	 神前西自治会館（宮前町）
※入場無料
問しん大はし（☎６３－２０９７）

♦座禅会を開催します
【と　き】	 ４～11月（８月除く）の原則

第２日曜日
	 ９時30分～11時30分

【ところ】	 五先賢の館（北野町）
【講　師】	 大吉寺住職　吉瀬和尚
【参加費】	 １回500円
※どなたでもご参加いただけます。持
ち物は特にありません。
問五先賢の館（☎７４－０５６０）

♦ボランティアCafe
長浜市民国際交流協会のボランティア
に参加しませんか。

【と　き】	 ①4月18日（金）19時～21時
	 ②4月19日（土）
	 13時30分～15時30分

【ところ】	 長浜市多文化共生・国際文
化交流ハウスGEO（神照町）

【内　容】	 ボランティア活動内容・登
録説明（①②とも内容は同
じです）

【申込み】	 前日までに電話で下記まで
問NPO法人長浜市民国際交流協会
　（☎６３－４４００）

♦第64回��長浜ひょうたんボウル
日本３大フットボウルのひとつ、長浜
ひょうたんボウルを今年も開催します。

【と　き】	 ４月29日（火・祝）
【ところ】	 県立長浜ドーム（田村町）
【日　程】
10時～市立南中学校
　　対OSAKAマーヴィーズ
11時40分～市立西中学校
　　対海陽学園ブルーストーム
14時30分～立命館大学パンサーズ
　　対名城大学ゴールデンライオンズ
※屋外グラウンドでフラッグフット
ボールも同時開催（10時～14時）

【入場料】
高校生　前売500円（当日600円）
一般　　前売1,000円（当日1,200円）
中学生以下無料
※前売場所　アルプラザ長浜

問滋賀県アメリカンフットボール連盟
八木（☎０７７－５３７－０２３２）

講座・教室
♦青祥会　介護職員初任者研修

【と　き】	 ５月12日（月）～９月17日
（水）のうち25日間

【ところ】	 特別養護老人ホームアンタ
レスなど

【対　象】	 研修の全課程を受講できる人
【定　員】	 40人（応募者多数の場合選考）
【受講料】	 54,000円（教材・実習費、

消費税込）
【申込み】	 ４月23日（水）までに青祥会

の各施設へ
※申込方法等、詳しくは問合せください。
問青祥会本部（☎６８－４１１４）

募　集
♦平成26年度なかよし広場
ふれあい遊びやお話、おしゃべりタイ
ムなど、親子で楽しい時間を過ごしま
しょう。

【と　き】	 ５、６、７、９、11月に１回
【ところ】	 サンサンランド（地福寺町）
【対　象】	 市内の満1歳以上の未就園児

（H26.5.1現在）とその保護者
※なかよし広場他子育てサークル未加
入の人優先

【参加費】	 子ども１人１回100円

【定　員】	 親子30組×３グループ（先
着順）

※地域ごとに３つのグループに分かれ
ます。

【申込み】	 ４月７日（月）からFAXまた
は下記まで直接。住所、電
話番号、親子の氏名とふり
がな、子どもの年齢をお知
らせください。

問 申サンサンランド
　（☎６２－３７１２　FAX６４－３９００）

♦親子ふれあい遊びの広場
未就園児を対象とした親子のふれあい
の場です。利用するには登録・会費が
必要です。

【ところ】 	小谷児童館ニコニコハウス
	 （小谷丁野町）
○ニコニコランド
ひよこ（０歳児対象）	 月/木（月１回）
パンダ（１歳児対象）	 火（月3～4回）
ウサギ（2・3歳児対象）	金（月3～4回）
クマ（1～3歳児対象）	 木（月２回）
○ニコニコ広場（フリースペース）
０～４歳児対象　　水（月３回）
※開催時間は９時30分～12時です。
詳細は問合せください。
問ニコニコひろば（☎７８－０９３５）

♦第20回滋賀県ミシガン州友好
親善使節団　団員募集
姉妹州である米国ミシガン州へ渡り、
ホームステイや交流を通じて国際理
解・友好親善を深めませんか。

【派遣期間】 ８月21日（木）～29日（金）
【対　象】	 県内在住で満18歳以上（Ｈ

26. ４.1現在、高校生を除く）
で健康かつ団体行動に協調
でき、ホームステイなどが
１人でも可能な人

【定　員】	 40人（先着順）
【参加経費】	 未定（前回は267,000円）
※県からの補助はありません。

【募集期間】	 4月15日（火）～5月15日（木）
※申込方法等詳しくは問合せください
問滋賀県観光交流局国際室
　（☎０７７－５２８－３０６１）

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 相　談

PM2.5への注意をメールで呼びかけます
問環境保全課（☎６５－６５１３）

　微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が高まり、注意喚起
が発表された場合には、県が「しらしがメール」で情
報配信を行いますので、ぜひ活用してください。
※	びわ湖放送のデータ放送「防災、安心・安全情報」でも確
認できます。

※	注意喚起が発表された場合は、不要不急の外出や、屋外で
の長時間の激しい運動を避けてください。

長浜米原休日急患診療所
4・5月の診療日のお知らせ

【診療日】 4月６日、13日、20日、
	 27日、29日
	 5月3日、4日、5日、6日、
	 11日、18日、25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）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	 ４月１日（火）	10時～14時
	 ４月19日（土）	12時～16時
	 ５月13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）

結婚相談
【長浜地域】 ４月24日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 ４月25日(金)18時～20時
	 七尾公民館（佐野町）

【びわ地域】 4月25日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】 ４月25日(金)18時～20時
	 虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】 ４月15日(火)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】 ４月９日(水)13時～15時
	 高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ４月17日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】 ４月26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】 ４月16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。
※	登録の有効期限は３年です。再登録を希望
する人は、各会場で申請をお願いします。

不用品交換情報（３月20日現在）
♦ください（無料）
○携帯電話端末○将棋盤と駒○唐草模様の風呂敷
○電子レンジ○スキー用品○マッサージチェア○
ワープロ○ハイローベッドチェアー○クーラー○テ
レビボード○電動自転車○パソコン○電子ピアノ
○軟式野球ボール○ポータブルトイレ○折り畳み
式ベッド○子ども乗せ用自転車（前後カゴ付）○
ちゃぶ台○梅干し用竹ざる○鋳物のすり鉢○風乾
（干し物）ネット○サーキュレーター○冷凍庫○ぐ
い飲み○大人用自転車○バリカン○カラーボック
ス○ミルサー○圧力鍋○デジタル計量器○炊飯用
土鍋（３合～）○包丁○密封パック器○アルミ製
片手鍋○台所用洗い桶○エレクトーン○オルガン
○ビデオデッキ○耐火用金庫○冷蔵庫○防音機材
○手押し式耕運機○ダイニングテーブル（椅子付）
○足踏みミシン○石油ストーブ○デジタル音楽プ
レーヤ・スピーカー○水筒○ＬＰガスコンロ
♦ゆずってください（有料）
○将棋盤と駒○マッサージチェア○ハイローベッ
ドチェアー○電子ピアノ○ギター○保温ジャー（３
升）○エレクトーン○大人用自転車○防音機材○
手押し式耕運機○電動自転車○ＬＰガスコンロ
♦あげます（無料）
○たんす○エレクトーン○勉強机と椅子○丸い
ちゃぶ台○シャンデリア○学生服（北中・女子）○学
習机○ローボード○ダブルベッド○水そうセット
♦ゆずります（有料）
○スタッドレスタイヤとホイール○フィルムカメラ
○学生服（男子・上着のみ）○座敷机○ベッド用
補助食卓テーブル○小型冷蔵庫○エンジン式草刈
り機○座椅子○勉強机と椅子○電動自転車○プリ
ンター
※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）

納付期限 ６月２日
（月）

６月30日
（月）

７月31日
（木）

９月１日
（月）

９月30日
（火）

10月31日
（金）

12月１日
（月）

１月５日
（月）

２月２日
（月）

３月２日
（月）

３月31日
（火）

市県民税 前納
１期 ２期 ３期 ４期

固定資産税
都市計画税

前納
１期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康
保険料

前納
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10	期

介護保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10	期

後期高齢者
医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

※5月、8月、11月、12月、1月、2月の各末日は取扱金融機関の休業日にあたるため、納付期限は翌営業日になります。
※65歳以上の人で、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のうち、　年金からいただく分については、支給時に振替となります。

「しらしがメール」への
登録はこちらから
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有料広告欄
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