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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 

竹生島の魅力をもっと知っていただくた
め、市民限定で乗船料を特別優待します。
【期　間】７月19日(土)～８月31日(日)
【出　港】長浜港発　９時、10時15分、

11時30分、12時45分、14時
【乗船料】中学生以上 1,900円(通常3,470円)

小学生以下 950円(1,840円)
※大人１人につき幼児１人無料
※入島料、消費税込

【定　員】各便20人(先着)
【申込み】電話で琵琶湖汽船長浜支社

(7６２－３３９０)まで事
前に予約

※乗船券購入時に市民と確認できる免
許証等が必要

■問 (公社)長浜観光協会(7６５－６５２１)

プラレールやトミカで自由に遊べるプ
レイランドやぬりえ、絵本など楽しめ
るコーナーが盛りだくさん。夏休みの
お出かけにぜひお越しください。
【と　き】７月19日(土)～８月31日(日)
【ところ】長浜鉄道スクエア(北船町)
【入館料】大人300円　小中学生150円　

３歳以上100円
■問長浜鉄道スクエア(期間中無休)
（7６３－４０９１）

手作りのパンやケーキ、お惣菜など、
おいしいものに出会えるイベントで
す。ぜひお越しください。
【と　き】７月26日(土)11時～15時

※雨天順延
【ところ】あざいまちづくり商店(内保町)
■問あざいまちづくり商店
(7７４－１２６１)

【と　き】７月28日(月)～８月31日(日) 
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(7６５－３３００)

巡回バス(ＪＲ高月駅発・有料)で高
月地域周辺の観音さまを一挙に拝観
できます。門前市やステージイベン
トのほか、前夜祭では江州音頭や婚

活イベント、花火大会も開催します。
【と　き】８月２日(土)

前夜祭15時～21時
８月３日(日)
特別拝観８時45分～17時
門前市10時～18時

【ところ】出会いの森(高月図書館東)
および高月町周辺

■問観音の里たかつきふるさとまつり実
行委員会事務局（7８２－５９００）

湖国を舞台に活躍するミュージシャ
ンのステージや中高生吹奏楽部の大
演奏会。名店が軒を連ねる屋台や、
光のシンボルツリーを作るイベント
など盛りだくさんです。また、当日
ボランティアも募集しています。
【と　き】８月２日(土)、３日(日)

両日16時～20時
少雨決行、荒天時中止

【ところ】長浜港(港町)
※詳しくは下記まで
■問湖北やんすこんす市民祭2014実行
委員会事務局(7６３－２４００)
HP（http://nagahama-jc.jp/）
yansukonsu2014@gmail.com

【と　き】８月６日(水)～28日(木)
９時～17時(最終日は16時)
※月曜は休館

【ところ】虎姫時遊館(三川町)
■問時遊館(7７３－５０３０)

ＧＥＯのいろんな部屋を巡りながら日
本や外国の様々な遊び、文化に触れて
みよう。綿菓子やかき氷もあります。
【と　き】８月６日(水)10時～12時
【ところ】多文化共生・国際文化交流

ハウスＧＥＯ(神照町)
【参加費】200円
【定　員】50人(先着)
【申込み】事前に電話、ＦＡＸまたは

直接下記まで
■問･申多文化共生・国際文化交流ハウス
ＧＥＯ(神照町)(7/5６３－４４００)

自分だけのオリジナル作品を作って、
夏休みの工作にしませんか。
【とき・内容】
●８月８日(金)
10時～11時30分　万華鏡
13時30分～15時　紙粘土の鉛筆立て
●８月９日(土)
10時～11時30分

オリジナルフォトフレーム
13時30分～15時　万華鏡

【ところ】慶雲館 (港町)
【対　象】幼児・小学生

※幼児は保護者同伴
【定　員】各30人(先着)
【参加費】各600円(付添い保護者は

300円必要)
【講　師】キッズアートクラブ

主宰　大橋優子氏
【申込み】８月４日(月)までに下記まで
■問長浜観光協会(7６５－６５２１)

３月末で閉園となる大谷保育園。今
夏、一般開放しますので、思い出の
詰まった園舎で懐かしいひとときを
お過ごしください。
【と　き】８月14日(木)～16日(土)

10時～15時30分
【ところ】大谷保育園(元浜町)
【申込み】事前に電話で下記まで
■問･申大谷保育園（7６２－２８８３）

①ホームセンタースタッフ講習
(網戸・障子張替え、花木管理など)
７月29日～12月20日　全10回
②剪定・葉刈技能講習
(高低木剪定、ロープワークなど)
７月31日～11月30日　全10回
③ホームクリーニング講習
(拭き掃除、水回り、お仏壇など)
10月９日～11月14日　全10回
【対　象】55歳以上で市内在住、講習に

係る就業を希望する人(ハロ
ーワークで求職登録が必要)

【定　員】各20人(先着順)
※日程など詳細は下記まで
■問･申長浜市シルバー人材センター
(7６５－３３６７)

【と　き】８月５日(火)、６日(水) 
９時30分～11時30分

【ところ】東北部浄化センター(彦根市)
【内　容】①ビデオとパネルによる下

水処理の説明②浄化センタ
ー内の見学③水質試験体験
④顕微鏡で水をきれいにす
る微生物の観察

【対　象】小学生とその家族(保護者同伴)
【参加費】無料
【定　員】各日10組程度(先着順)
【申込み】電話で下記まで
■問･申滋賀県北部流域下水道事務所
（7０７４９－２６－６６３４）

【と　き】８月７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】消化管のがん(健診のすすめ)
【講　師】塚田医院　塚田良彦氏
※申込不要、参加費無料
■問湖北医師会(7６５－３６００)

【と　き】８月22日(金)
14時30分～16時30分

【ところ】臨湖(港町)
【対　象】食物アレルギーをもつ子ど

もの保護者および教育、保
健、医療、福祉等の関係者

【定　員】170人(先着順)
【申　込】８月１日(金)までに電話で

下記まで
■問･申県立小児保健医療センター
（7０７７－５８２－６２００）

【募集種目】①自衛官候補生
②一般曹候補生
③海上・航空自衛隊航空学生

【応募資格】①②18歳以上27歳未満
③18歳以上21歳未満、高
校卒(平成27年４月１日現在)

【受付期間】８月１日(金)～９月９日(火)
■問自衛隊滋賀地方協力本部　彦根地域
事務所(7０７４９－２６－０５８７)

平成27年４月１日採用予定の警察官
を募集します。
【第１次試験日】９月21日(日)
【試験会場】
滋賀大学教育学部(大津キャンパス)

【試験区分および採用予定人数】
男性Ａ(大卒程度)10人程度
女性Ａ(大卒程度)３人程度
男性Ｂ(高卒程度)12人程度
女性Ｂ(高卒程度)３人程度

【受付期間】８月１日(金)～31日(日)
※インターネットでの申込みは８月
28日(木)17時まで。詳しくは滋賀
県警察のホームページで。
(http://www.pref.shiga.lg.jp/police/)
■問滋賀県警察本部警務課採用係
(7０１２０－２０４－３１４)

しょうがいのあるお子さんの将来や、
記憶力が衰え自分の暮らしに心配や
不安をお持ちの人、成年後見制度に
ついて相談してみませんか。
【と　き】７月25日(金)

13時30分～15時30分
【ところ】つつじ作業所(高月町柏原)
【申込み】事前に電話で下記まで
■申･問成年後見・権利擁護センター
(長浜市社会福祉協議会内)
長浜センター(7６２－１８０４)
木之本センター(7８２－５４１９)

◆長浜市民クルーズ

◆プラレールフェスティバル

◆湖北やんすこんす市民祭2014 絆の
シンフォニー～市民が創る新世界～

◆あざいグルメ大会

◆観音の里たかつきふるさとまつり

◆曳山博物館　夏休み企画展
「お金をめぐる歌舞伎千夜一夜」

◆ＧＥＯであそぼう!!

催　し

◆再就職支援講習

◆山}}惠子風景画展

◆夏休み「たからものづくり」

◆夏休み自由研究講座

◆健康教室 ◆第２回滋賀県警察官採用試験

◆大谷保育園を開放します

◆小児食物アレルギー研修会

◆自衛官募集

不用品交換情報（６月27日現在）
ください（無料）
○セミダブルベッド○大人用自転車○
婦人用自転車○子ども用自転車○スチ
ール棚○足踏みミシン○小型冷蔵庫○
チャイルドシート○電動自転車のバッ
テリー○薪割り機○トロンボーン○剣
道着○腕時計(ストップウォッチ機能
付き)○布地○硯○クーハン○版画の
プレス機○バスケットボール(屋外用)
○掃除機○柔道着○二槽式洗濯機
ゆずってください（有料）
○大人用自転車○婦人用自転車○子
ども用自転車○薪割り機○草刈り機
○トロンボーン○バスケットボール
(屋外用)○掃除機
あげます（無料）
○植木鉢○和皿○シングルベッド○幼
児用寝具セット○照明器具○チェスの
キャラクター商品○ビニールプール○
電子ピアノ○学習机○エレクトーン○
たんす(大・小)○本棚○ホームごたつ
○バスケットゴール
ゆずります（有料）
○洗濯機○座敷机○バレーボールシ
ューズ(21㎝)○和皿○自転車(子ども
用)○窓用エアコン○学生服・夏冬体
操服(長浜南小)○風呂用車椅子○冷凍
庫○製図用ドラフター
※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(7６５－６５１３)

講座・教室

募　集
◆成年後見・権利擁護なんでも相談

相談

第35回余呉湖健康マラソン　参加者募集
天 女 が つ な ぐ 家 族 の 絆

【と　き】10月５日(日)雨天決行
８時～受付　９時10分～開会式

【ところ】余呉湖観光館周辺
【定　員】1,600人
【申込み】ランネットまたは所定の振込取扱票で申込みく

ださい。申込用紙は市役所本庁、北部振興局、
各支所および各公民館などにあります。

【申込締切】８月18日(月)
※ランネットは８月20日(水)まで

■問余呉湖健康マラソン実行委員会事務局〈余呉支所内〉
(7８６－３２２２)

※小学生未満は保護者の申込みが必要。

市民プールをご利用ください
長浜市民プール（神照町）
■問長浜市民プール
（7６４－０３８０）

【期間】８月31日(日)まで
【時間】10時～17時
※詳しくは７月１日号をご確認ください。

木之本運動広場プール(木之本町木之本)

■問北部振興局地域振興課（7８２－５９００）

【期間】７月21日(月・祝)～８月16日(土)
※７月24日(木)は休業

【時間】10時～16時
※50分ごとに10分間の休憩あり
【料金】大人200円・中学生以下100円

※３歳未満と付添人は無料
※身体障害者手帳の提示で半額

【備考】25ｍプールと幼児用プールのみの開業

コース

ファミリー

エンジョイ

チャレンジ

距離

２km

７km

14km

対　象

年齢制限なし※

小学生以上

高校生以上

スタート

９時40分

10時25分

10時35分

参加費

1,000円

2,500円

3,000円

Eメール 


