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有料広告欄

○疲れているとき、飲酒したときは、
海に入らない！

○子どもからは、絶対に目を離さない！
○子どもも大人もライフジャケット
を着用！

○海の「もしも」は118番！
■問敦賀海上保安部
(7０７７０－２２－０１９１)

西浅井町在住の元中学校美術教師・
石田正和さんが制作した作品の数々
を展示しています。昭和20年代後半
からの図工・美術教育の内容や当時
の子どもの暮らしの一端を垣間見る
ことができる展示内容です。
【と　き】７月１日(火)～31日(木)

８時30分～17時
※毎月曜日、第１・３日曜日、祝日は休館
【ところ】西浅井公民館２階　市民交

流フロア「ぶらっと」(西
浅井町大浦)

【入場料】無料
【内　容】①児童生徒時代の作品(平

面中心)
②学生時代の作品(素描中心)
③成人した後、現在に至る
作品(立体、平面など)

■問西浅井地区地域づくり協議会
(7８９－１１２５)

【会　期】７月７日(月)～27日(日)
※会期中無休　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)

【と　き】７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(7６３－４０００) 

山と樹木のきれいなダム湖を観に来ま
せんか！渓流魚つかみ、水鉄砲づくり
の体験もできます。
【と　き】７月12日(土)

９時30分～11時30分
【ところ】姉川ダム管理事務所(米原市

曲谷)
【対　象】小学生とその保護者
【定　員】20人(申込み多数の場合は抽

選。結果は７月８日(火)17
時までに当選者に連絡)

【申込み】７月７日(月)12時までに電
話で下記まで(土日除く)

■申･問姉川ダム管理事務所
(7５９－００６１)

市内愛好家らが丹精込めて育てた富貴
蘭を展示。銘品の数々を堪能ください。
【と　き】７月18日(金)～20日(日)

９時～17時
※20日のみ16時まで

【ところ】虎姫時遊館(三川町)
■問虎姫時遊館(7７３-５０３０)

夏のフリマでお宝さがしをしません
か。模擬店や夏野菜の販売もあります。
【と　き】７月19日(土)10時～14時
【ところ】湖北文化ホール(湖北町速水)
■申湖北公民館(7７８－１２８７)

ヨーヨーつりなど楽しい夏の遊びがい
っぱい！ピュアブラスによるミニ演奏
会もあります。
【と　き】７月20日(日)10時～12時

(９時45分 受付開始)
【ところ】サンサンランド(地福寺町)
【対　象】市内在住の小学生までの親子
【参加費】子ども１人100円(当日集金)
【定　員】60組(先着)
【申込み】直接または電話で下記まで
■問サンサンランド(7６２－３７１２)

夏のグルメや大声コンテスト、真夏の
ステージ、ちびっこ魚つかみ、模擬店、
フリーマーケット等でにぎわいます。
【と　き】７月21日(月・祝)

９時～14時30分
【ところ】尾上漁港一帯(湖北町尾上)
■問水とロマンの祭典運営委員会事務局
(7８２－５９００)

卸売場・セリ場などの施設見学、－20℃
の冷蔵庫入庫体験、魚・果物の試食、
参加者全員に記念品を進呈します。
【と　き】８月２日(土) 雨天決行

７時30分～９時30分
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【対　象】小学生と保護者(未就学児不可)
【定　員】20組40人(申込み多数の場

合抽選、初めての人を優先)
【参加費】無料
【申込み】７月14日(月)17時までに電

話またはEメールで下記まで
※水・日・祝日は休み

■申･問長浜地方卸売市場(7６３－４０００
nagasijo@mx.bw.dream.jp）

【開講日】７月１日、16日、29日、
８月19日、26日、
９月２日、９日
※７月16日(水)以外は火曜
日(全７回)

【時　間】13時30分～15時
※８月26日のみ15時～16時30分

【会　場】臨湖(港町)
【定　員】30人(先着)
【申込み】電話で下記まで
■申･問臨湖(7６５－２１２０)

専門医が子どもに潜む心の病について
講演し、臨床心理士が子どもへの支援
や関わり方をわかりやすく解説します。
【と　き】７月13日(日)

13時20分～16時40分
(13時 開場)

【ところ】ひこね燦ぱれす(彦根市小泉町)
【対　象】中学生をもつ保護者、教育・

精神保健福祉・司法関係者
【講　師】滋賀医科大学医学部附属病院

精神科外来医長稲垣貴彦氏他
【参加費】講演会1,500円、市民講座

1,000円、両方2,000円
【定　員】60人(先着順)
【申込み】「彦根会場」と明記のうえ、

①氏名②連絡先③参加形態
(講演・講座・両方)④立場
(保護者、教育関係者等)を
メールで下記まで

■申･問 (一社)ＣＢＴを学ぶ会：栗原
7０８０－４９８３－５５６８
study@cbtcenter.jp

【と　き】７月26日(土)10時～11時
【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【テーマ】子どものアレルギー
【講　師】小児科医師　中川真哉氏
【対　象】乳幼児を育児中の家族
【参加費】無料
【定　員】50人程度
【申込み】７月18日(金)までに電話で下

記まで
※託児あり(要予約)

■問･申長浜赤十字病院(7６３－２１１１)

【と　き】８月２日(土)14時～15時30分
【ところ】七尾公民館(佐野町)
【対　象】市内在住の小学生
【参加費】１人100円(当日集金)
【講　師】宗旦古流　草野よし子氏
【定　員】15人(先着)
【申込み】７月10日(木)～24日(木)に電

話で①氏名②住所③連絡先
④学年を下記まで

■問･申浅井子どもの館(7７４－４５６７)

【と　き】10月18日(土)10時～16時
【ところ】浅井文化スポーツ公園(大依町)
【募集数】150ブース(先着)

【出店料】2,000円(１ブース 区画２.
５m×２.５m)

【申込み】７月31日(木)までに電話で
下記まで

■申･問浅井商工会(7７４－０１９４)

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 

◆海で安全に楽しく遊ぶために

◆富貴蘭展

◆フリーマーケットinこほく

◆石田正和造形作品展

◆金融犯罪被害にあわないための
生活講座

◆講演会・市民講座「子どもの不
登校・ひきこもりをどうするか」

◆夏まつり！ファミリー広場

◆水とロマンの祭典

◆夏休み親子市場見学会

◆企画展「曳山関連資料展」

◆きゃんせ土曜市

◆姉川ダム 夏のイベント

不用品交換情報（６月10日現在）
ください（無料）
○軽トラ用荷台シート(ゴム付)○ガスコン
ロ○洗濯機○自転車(婦人用・大人用)○Ｄ
ＶＤレコーダー○くるくるドライヤー○一
輪車○植木鉢○子ども乗せ用自転車椅子○
携帯電話と充電器○ヘルメット○スチール
棚○個人用冷蔵庫○チャイルドシート○電
動自転車のバッテリー○薪割り機
ゆずってください（有料）
○自転車(婦人用・大人用)○薪割り機
あげます（無料）
○ガス湯沸かし器○ベビーバス○湯たん
ぽ(袋付き)○フィットネス器具(腕・足
用)○ローボード○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○ピンクの
雨ガッパ(120㎝)
ゆずります（有料）
○ソファ○電子ピアノ○野球のグローブ
(右きき用)とボール○キャラクターもの
の補助便座○チャイルドシート○草刈り
機○窓用換気扇○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
※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)

７月の税・料
固定資産税・都市計画税　　　　２期
国民健康保険料　　　　　　　　２期
介護保険料　　　　　　　　　　２期
後期高齢者医療保険料　　　　　１期

◆フリーマーケット天国inあざい
出店者募集

◆子育て支援講習会

◆こども茶道体験講座

お知らせ

催し・行事

募　集

相　談

講座・教室

【長浜地域】７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】７月25日(金)18時～20時
七尾公民館（佐野町）

【びわ地域】７月25日(金)19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】７月25日(金)18時～20時
虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】７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】７月９日(水)13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】７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】７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】７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(7６５－６５３６)
市ホームページ「結婚支援」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】７月６日、13日、20日、
21日、27日
８月３日、10日、17日、
24日、31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
７・８月の診療日のお知らせ

【と　き】７月19日(土)12時～16時
８月５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

Eメール 

Eメール 


