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有料広告欄

【と　き】５月10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（7６３－４０００）

ヤンマーミュージアムの体験農園で、
一緒に田植えをしませんか。
【と　き】５月10日(土)、11日(日)

10時～13時頃
【ところ】ヤンマーミュージアム体験

農園（JR田村駅東口近く）
【体験料】大人1500円、中学生以下500

円（昼食込み）
【定　員】両日とも40人（先着順）
【申込み】電話またはWeb予約サイト

http://www.yanmar.co.jp/
museum/ から

■問･申ヤンマーミュージアム
（7６２－８８８７）

【と　き】５月11日(日)９時30分～15時
【ところ】賤ヶ岳リフト駐車場（木之

本町大音）
【内　容】ステージイベント、模擬店、

戦国茶コーナー、スタンプ
ラリー、賤ヶ岳合戦史談会、
餅まき・大抽選会

■問賤ヶ岳まつり実行委員会事務局
（7８２－５９０９）

新緑を楽しみながら、歴史に触れる絶
景のコース小谷山山麓を歩きます。
【と　き】５月17日(土)９時～

悪天候時５月25日(日)
【集合場所】五先賢の館（北野町）
【対　象】小学生以上（３年生以下は

保護者同伴）
【定　員】70人（先着順）
【参加費】500円（小・中学生無料）
【申込み】氏名、電話番号を電話また

はＦＡＸで下記まで
■問･申五先賢の館（7７４－０５６０
5７４－０９１０）

春の湖北平野を満喫する、のんびりサ
イクリングと山本山ピクニック。ママ
チャリもＯＫ。気軽にご参加ください。
【と　き】５月24日(土)
【集合場所】ＪＲ長浜駅西口 10時集合
【参加費】大人2000円、小学生以下1000

円（オリジナル弁当付き）
【持ち物】自転車、飲み物、手袋、ヘ

ルメットまたは帽子
＊動きやすい服装で
＊駅西口にレンタサイクルあります
【締　切】５月15日(木)までに
■問･申 info@kokoku.org
担当：竹村（7６５－３９３５）

子育て支援ボランティア「スマイル」
のお話会です。
【と　き】５月30日(金)

10時30分～11時15分
【ところ】のびのびらんど子育て支援

センター（八木浜町）
【対　象】市内在住の１歳半以上の未

就園児とその保護者
【定　員】50組（先着順）
【参加費】子ども1人100円（当日集金）
【申込み】５月７日(水)から電話また

は直接下記まで
■問･申のびのびらんど（7７２－８１７７）

５月４日（日）５年ぶりに上丹生で開
催される曳山茶碗祭。飾りカラクリ山
の姿を写真で追います。
【会　期】６月１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】長浜市曳山博物館（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

母子家庭の親子を対象にしたイベント
です。県内のゆるキャラ大集合。バル

ーンアートや凧揚げ、バザー、模擬店
など盛りだくさん。みんなで楽しく遊
びましょう。
【と　き】６月22日(日)10時30分～15時
【ところ】今津総合運動公園サンルー

フ今津（高島市今津町）
【対　象】県内在住の母子家庭の親子
【定　員】500人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】市民交流センター（地福寺町）

内「喫茶のぞみ」まで直接。
※申込書は市民交流センターにあります。
※会場までのバスを準備します。
■問長浜市母子福祉のぞみ会（宮川）
（7８８－０２３７）

【と　き】５月８日(木)13時30分～15時
【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】慢性腎臓病について－CKD

診療ガイドラインをふまえて
【講　師】はなの木下坂クリニック

統括院長　西村正孝 先生
※参加費無料、申込不要
■問湖北医師会（7６５－３６００）

長生きする動物を観察して、編み出さ
れた健身挙術、太極拳を体験します。
健康増進、ストレス解消に効果的です。
【と　き】５月18日(日)10時～12時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】伊吹豊氏
【持ち物】運動できる服、上靴、タオル
※参加費無料、申込不要
■問市民交流センター（7６５－３３６６）

【と　き】５月24日(土)10時～11時
【ところ】 長浜赤十字病院２号館
【内　容】子どもに起きやすい事故の

予防と手当について
【講　師】赤十字幼児安全法指導員
【対象者】乳幼児を育児中の家族
【定　員】50人（先着順）
【参加費】無料
※託児あり（要申込）

【申込み】５月９日(金)までに電話で
下記まで

■問･申長浜赤十字病院社会課
（7６３－２１１１）

毎日使うけれど、よく知らない上水道
の秘密を探ってみませんか。
【と　き】６月～翌年３月（全10回）

毎週第２水曜日（２月は第
３火曜日）10時～11時30分

【ところ】長浜水道企業団（下坂浜町）
【対　象】市内在住で水道を使用して

いる18歳以上の人（国また
は地方公共団体の議員・職
員を除く）

【定　員】15人（応募多数の場合は選考）
【参加費】無料
【申込み】５月30日（金）までに住所、

氏名、年齢、性別、職業、
電話番号を郵送・ＦＡＸま
たはWebで下記まで

■問･申 長浜水道企業団（〒５２６－０
０４７下坂浜町248-22（7６２－
４１０１、5６３－６８１９）
申込ﾌｫｰﾑhttp://www.eonet.ne.jp/nagasui

８月15日（金）に日本武道館で開催
予定の全国戦没者追悼式に参列する遺
族を募集。
【対　象】戦没者の配偶者、子、父母、

兄弟姉妹、孫で８月14日～
15日の1泊2日の団体行動
ができる人

【定　員】50人（応募多数の場合は抽選）
【参加費】5000円程度
【応募方法】はがきに①郵便番号、住所、

氏名、生年月日、性別、戦
没者との続柄、電話番号、
介助者の要・不要、②戦没
者の氏名、本籍都道府県名、
陸・海軍の別を記入して下
記まで（５月31日（土）当
日消印有効）

■問滋賀県健康福祉政策課保護・援護
担当（7０７７－５２８－３５１４
〒520-8577大津市京町四丁目1-1）

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（7６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 

◆きゃんせ土曜市 ◆山本山周辺をサイクリング

◆おはなし会

◆上丹生の曳山茶碗祭紹介パネル展

◆おかあさんありがとう　滋賀ゆるキャ
ラまつり（主催：県母子福祉のぞみ会）

◆健康教室

◆健康スポーツふれあい体験講座

◆子育て支援講習会

◆体験農園で田植え体験

◆第30回賤ヶ岳まつり

◆一日回峰行

不用品交換情報（４月14日現在）
ください（無料）
○自転車（大人用）○オルガン○ビデオデ
ッキ○耐火用金庫○エレクトーン○防音機
材○手押し式耕運機○足踏みミシン○石油
ストーブ○保温ジャー○木製椅子○デジタ
ル音楽プレイヤーとスピーカー○ステンレ
スの水筒○薪割り機○工業用大型電動ミシ
ン○ベビーカー○チャイルドシート○無加
水鍋○ポータブルトイレ○梅干し用竹ざる
○風乾（干し物）ネット○サーキュレータ
ー○冷凍庫○バリカン○カラーボックス○
ミルサー○圧力鍋（４.５Ｌまで）○デジタ
ル計量器○炊飯用土鍋（３合以上）○包丁
○密封パック器○電動自転車○アルミ製片
手鍋○台所用洗い桶○炊飯ジャー○鉄鍋○
天ぷら油保存容器（オイルポット）○乳幼
児用の椅子○エレクトーン○布地○カーテ
ン○メタルラック○学生服（北中・女子）
○洗濯機（二槽式・全自動）○介護用車椅
子○足付き将棋台○ＤＶＤプレーヤー
ゆずってください（有料）
○自転車（大人用）○防音機材○手押し式耕
運機○木製椅子○薪割り機○電動自転車
あげます（無料）
○ダブルベッド○洗濯機○ベッド○ポータブ
ルトイレ○乳幼児用の椅子○陶器の和皿○マ
グカップ○ベビーバス○ベビーだんす
ゆずります（有料）
○リクライニング式座椅子○老人車○フィル
ムカメラ○窓用エアコン
※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(7６５－６５１３)

５月の税・料
固定資産税・都市計画税　　　　１期
軽自動車税　　　　　　　　　　全期

◆水道モニター「大人の社会見学」

◆全国戦没者追悼式参列者募集

催　し

募　集

相　談

講座・教室

【長浜地域】５月22日(木)18時～20時
長浜市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】５月23日(金)18時～20時
七尾公民館（佐野町）

【びわ地域】５月23日(金)19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】５月23日(金)18時～20時
虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】５月15日(木)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】５月14日(水)13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】５月15日(木)15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】５月24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】５月21日(水)13時～15時
西浅井公民館（西浅井支所内）

■問社会福祉課(7６５－６５３６)
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。

結婚相談
【診療日】５月３日、４日、５日、６日、

11日、18日、25日
６月１日、８日、15日、22
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（7６５－７７７９）

長浜米原休日急患診療所
５・６月の診療日のお知らせ

【と　き】５月13日(火)10時～14時
５月24日(土)12時～16時
６月３日(火)10時～14時

【ところ】長浜市民交流センター和室
【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
(7６５－６５５６　専用ダイヤル)
土日：市民交流センター
(7６５－３３６６)

女性の悩み相談(要予約)

弁護士に気軽に 
相談できます 

〒526-0031 長浜市八幡東町225

弁護士法人 

お う み 法 律 事 務 所 

相談料　 １ 時間 
5,000円 （ 税 込 ） 
多重債務は無料 

弁護士　竹内　寛 
弁護士　中村明宏 
弁護士　小財憲司 
（滋賀弁護士会所属） 

相談受付 
ダイヤル 0749 68 1530


