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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 

曳山祭のしゃぎりの楽器、各山組の
扇が貼りこまれた貼交屏風、曳山模
型などを展示。
【と　き】10月５日(日)まで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)

県展、市展など数多くの受賞歴がある
湖北町在住の中川さんが撮影した湖北
の様々な野鳥の写真展です。カワセミ
のホバリングやオオワシの捕食シーン
など、貴重な写真がいっぱい。
【と　き】９月28日(日)まで

８時30分～17時
※毎月曜日、第１・３日曜日、祝日
は休館

【ところ】西浅井公民館市民交流フロ
ア「ぶらっと」(西浅井町大浦)

【入場料】無料
■問西浅井地区地域づくり協議会
(7８９－１１２５)

ジャズやブルースのプレミアムライ
ブのほか、辻々ではブース出店やフ
リーマーケット、地産地消市、芸術
家による物販など盛りだくさん。夜
はまち全体が幻想的な灯りに包まれ、
一味違ったまちなかをお楽しみいた
だけます。
【と　き】９月23日(火・祝)12時～
【ところ】中心市街地一帯
※プレミアムライブ会場への入場は
抽選券付きバッジ「浜行きパスポ
ート」(1,000円)が必要です。お求
めは下記まで。

■問 HAMA JAZZ 2014事務局〈長浜
商工会議所内〉(7６２－２５００)

ジュニアポリス体験や白バイ・パト
カーとの記念撮影、ゆるキャラ交通
安全運動会、交通安全適正診断など、
子どもから大人まで楽しみながら学
べます。
※会場ごとで内容が異なります。
①交通安全フェスティバル
②交通安全長浜市民伊香大会
【と　き】９月23日(火・祝)

①10時～〈長浜〉
②13時30分～〈伊香〉

【ところ】①長浜自動車学校(加田町)
②余呉はごろもホール(余
呉町中之郷)

※申込不要、参加無料
■問①長浜地区交通安全協会〈長浜警　

察署内〉(7６２－０１１０)
②伊香交通安全協会〈木之本警察
署内〉(7８２－３０２１)

【と　き】９月27日(土)９時～15時
※荒天時は翌日に順延

【ところ】奥びわスポーツの森
(早崎町)

【内　容】ロードトレイン、ふれあい
動物園、ユーロバンジート
ランポリン、フリーマーケ
ットなど

■問びわ地域まつり実行委員会
(7７２－４３４９)

認知症の人や家族、支援者らが一つ
のタスキをつなぎながら日本列島を
リレーします。認知症になっても安
心して暮らせる地域づくりのきっか
けになるよう、沿道からの声援をお
願いします。
【と　き】９月28日(日)

14時30分スタート
【市内のコース】
イオン長浜店駐車場→東別館→本館
→長浜駅→県立長浜ドーム
■問 RUN伴2014滋賀実行委員会　川村
(7０９０－６９６９－３７６４)

琴ともよく合うブラジルの伝統楽器
「ヴィオラ・カイピーラ」の美しい音
色をお楽しみください。ブラジルの
様々なリズムに合わせて演奏する他、
日本の曲も演奏します。
【と　き】10月２日(木)19時30分

(開場19時)
【ところ】今重屋敷 能舞館(元浜町)
【料　金】2,000円(飲み物、ケーキ付)
【定　員】60人(先着順)
【申込み】事前に電話で下記まで
■問･申ドレミ・ポップコーンクラブ

(7６８－１２１２)

アートインナガハマ特別企画として、
２日間で６回の公演を行います。
【と　き】10月４日(土)・５日(日)

両日とも11時～、13時30
分～、15時～

【ところ】安浄寺(大手門通り)
【入場料】各日１日通し券500円

３歳児未満無料
※チケットはNPO法人ギャラリーシ
ティ楽座(元浜町)で販売

■問すずめの学校　野田
(7６４－０３８５)

88クラフトストリートの石畳完成披
露と商店街の賑わい創出を兼ねたイ
ベントです。若手クラフト作家の手
掛ける作品展示販売や無料鑑定を行
う骨董ブース、飲食ブースが出店し
ます。
【と　き】10月４日(土)、５日(日)、

18日(土)
いずれも10時～16時

【ところ】長浜八幡宮西側 参道通り
(宮前町)

■問神前西自治会　大橋
(7６３－２０９７)

甲冑・お姫様体験やステージイベン
ト、模擬店、フリーマーケットなど
で賑わいます。祭りのフィナーレは
手づくり甲冑武者が勇壮に城下町を
練り歩きます。
【と　き】10月５日(日)９時～15時
【ところ】小谷城戦国歴史資料館前広

場(小谷郡上町)
■問小谷城ふるさと祭り運営委員会事
務局〈小谷城戦国歴史資料館内〉
(7７８－２３２０)

お子さんと一緒に自然体験を楽しみ
ませんか。
【と　き】10月17日(金)10時～11時
【ところ】出会いの森・高月図書館

(高月町渡岸寺)
※雨天時はあいあいらんど内で実施
【講　師】環境レイカーズ指導員

池田 勝氏
【対　象】１歳以上の未就学児と保護者
【定　員】30組(先着順)
【参加費】子ども１人100円
【持ち物】水筒、タオル、シート、ビ

ニール袋など
【申込み】電話で下記まで
■問･申あいあいらんど(7８５－５５７７)

高次脳機能障害に苦しむ人や家族など
が仲間として体験を共有し、共に考え
ることで、患者やその家族を支えるピ
アサポーターについて学びます。
【と　き】①９月20日　②10月18日

③11月22日 ④12月13日
全４回、土曜日開催
10時～13時

【ところ】脳外傷友の会「しが」事務
所(八幡東町78－2)

【対　象】どなたでも
【講　師】滋賀県成人病センター

臨床心理士　渡辺幸子氏他
【定　員】各20人(先着順)
【参加費】無料
【申込み】①氏名②住所③電話番号④

当事者・家族・一般の別を
事前に下記まで(１回のみ
も申込み可)

※終了後に家族交流会(13時～15時)
参加費200円(茶菓子代)
■問･申脳外傷友の会「しが」岡本

7０９０－６６０７－０６００
5６３－１６４５
http://stbia.web.fc2.com/

親子で楽しく体を動かしましょう。
【と　き】９月26日(金)９時45分集合
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】NPO法人 日本YOGA連盟

平野 芳恵氏
【対　象】親子ならどなたでも
【定　員】15組(先着順)
【参加費】１組500円
【持ち物】飲み物、お子さんとお出か

けの際に必要なもの
【申込み】事前にメールまたは電話で

下記まで
■問･申 Heart Train dai～dai～ 村山

7０９０－４０３８－８８９９
daidai.risa@gmail.com

赤ちゃん人形を使ってだっこやおむつ
換えなどを体験。助産師と先輩ママが
不安や疑問に丁寧に答えます。癒しの
胎教「ミニ音楽会」もあります。
【と　き】９月27日(土)10時～11時30分
【ところ】サンサンランド(地福寺町)
【対　象】市内在住・在勤の妊婦さん

とご家族(お父さんの参加

も大歓迎)
【講　師】中川留美子 助産師

安藤鶴姫 助産師
佐藤啓子 助産師

【演奏者】山田 貴子氏、河瀬 梓氏
【定　員】20人(先着順)
【参加費】１人100円
【申込み】事前に電話で下記まで
■問･申生涯学習・文化スポーツ課

(7６５－６５５２)

【と　き】10月２日、９日、16日13
時～16時、23日10時～
11時(すべて土曜日)

【ところ】大学サテライトプラザ(ア
ル・プラザ彦根６階)

【定　員】20人(先着順)
【参加費】無料
【申込み】９月30日(火)までに電話で

下記まで
■問滋賀県保育士・保育所支援センター
(7０７７－５１６－９０９０)

【開講日】10月～３月(全12回)
毎月第１・３金曜日

【対　象】①１歳児クラス(H25年10
月１日生まれ以降)

②２歳児クラス(H24年10
月１日生まれ以降)

【開講時間】①10時～10時40分
②11時～11時40分

【ところ】湖北公民館(湖北町速水)
【定　員】各10組(先着順)
【受講料】6,000円(全回分、教材費込)
【持ち物】飲み物、タオル、子どもに必

要な物(玩具、食品は不可)
【申込み】事前に電話で下記まで
■問･申湖北公民館(7７８－１２８７)

※水曜日・祝日は休館

親子ふれあい遊びやおしゃべりタイ
ムなどで、赤ちゃんと一緒にゆった
りと過ごしましょう。
【と　き】10月～３月(月１・全６回)

９時30分～11時30分
【ところ】のびのびらんど(八木浜町)
【対　象】市内在住でH26.1.1～6.30

生まれの未就園児と保護者
(ただし第１子のみ)

【定　員】35組(先着順)
【参加費】子ども１人１回100円
【申込み】９月22日(月)～30日(火)に

直接または電話で下記まで
■問･申のびのびらんど(7７２－８１７７)

豊公まつりの武者行列・稚児行列に
参加してみませんか。
【と　き】10月12日(日)
【ところ】中心市街地一帯
【参加費・募集人数】
・武者行列：無料、女性２人〈北政
所役、千代役(山内一豊の妻)〉

※申込多数の場合は抽選
・稚児行列：3,000円、４～８歳の
男女(人数制限なし)

【申込み】10月３日(金)までに電話で
下記まで

■問･申豊公まつり実行委員会〈豊国神
社内〉(7６２－４８３８)

【と　き】10月５日(日)10時～16時
【ところ】イオンモール草津 ２階

イオンホール
(草津市新浜町300番地)

【相談内容】不動産・会社・法人登記、相
続、戸籍、遺言など

【申込み】電話で下記まで
■問･申大津地方法務局総務課

(7０７７－５２２－４７７２)

◆曳山博物館「曳山祭関連資料展」

◆「湖北の野鳥」中川敏和写真展

◆HAMA JAZZ 2014

◆交通安全啓発イベント

◆「RUN伴」RUN TOMO-RROW2014

◆長浜ロードトレイン祭in BIWA

◆琴＆ヴィオラ・カイピーラLIVE

◆親子ヨガ教室

◆マタニティ講座

◆高次脳機能障害
ピアサポーター養成講座

◆第10回人形劇まつり

◆Old&New伝統工芸クラフトと
骨董のマルシェ「881(八八市)」

◆親子で自然大好き遊び
～ゆったり自然体験～

◆第29回小谷城ふるさと祭り

◆保育士再就職研修会

◆親子でわくわくリトミック教室

◆のびのび赤ちゃんひろば

◆豊公まつり武者行列　参加者募集

不用品交換情報（８月28日現在）

ください（無料）
○ミニ耕運機○顕微鏡○老人車○羽
毛布団○ＶＨＳビデオデッキ○洗濯
機（全自動・二槽式）○自転車（大
人用・婦人用・子ども用）○液晶テ
レビ○パソコン用液晶モニター○下
駄箱○冷蔵庫

ゆずってください（有料）
○自転車（婦人用・子ども用）

あげます（無料）
○本棚○ホームごたつ○ベルト式エ
アロバイク○室内用車椅子○介護用
電動リクライニングベッド○テレビ
台付きアナログテレビ（28インチ）

ゆずります（有料）
○石製の調理台○マッサージチェア

※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、両者の話し
合いで決定していただきます。
■問環境保全課(7６５－６５１３)

催　し 講座・教室 募　集

◆全国一斉！法務局休日相談所

相　談

Eメール 


