情報ひろば
お知らせ

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。

催

し

◆スプリング・ドリル・コンサート

「コンサート中に地震が起きたら」を
想定した避難訓練コンサート。県警
音楽隊と長浜音楽協会加盟の器楽団
３月12日(木)正午をもって、ケーブル
９時30分〜16時30分
体が出演します。
テレビでの「デジアナ変換サービス」 【ところ】ルッチプラザ(米原市長岡)
【と き】３月15日(日)14時〜
が終了します。これにより、アナログ 【特別講演】13時〜14時30分
【ところ】虎姫文化ホール(宮部町)
「まちでみんなで認知症の人 【出 演】長浜バイオ大学吹奏楽部
放送が全て終了しますので、引き続き
をつつむ」〜共感と協働の
地上デジタル放送を視聴するには、デ
シニアアンサンブル銀の櫂
まちづくり〜
ジタルテレビへの買い替え、地デジチ
滋賀県警警察音楽隊
講師 大谷るみ子先生
ューナーの接続などが必要になりま
【入場料】無料(整理券必要)
(グループホームふぁみりえ 【配布所】リュートプラザ、虎姫文化
す。詳しくは下記まで。
問
ホーム長)
■ 総務省 地デジコールセンター
ホール、市役所北部振興局、
問 青祥会法人本部(7６８−４１１４)
電話：０５７０−０７−０１０１
■
長浜文化芸術会館など長浜
受付：９時〜18時(年中無休)
文化スポーツ振興事業団各
◆野生獣のいのちをいただく
施設など
◆市民献血デーにご協力を
狩猟したイノシシなどの肉「ジビエ」 ※詳しくは、下記まで。
問 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団
下記の日程で献血バスが配車されま
の焼肉や鍋に舌鼓をうちながら、い
■
(7６３−７４００)
すので、400ml全血献血にご協力く
のちの大切さを実感してください。
ださい。
【と き】３月８日(日)９時30分〜
◆びわ湖サイクルフェスタ
①３月14日(土)西友長浜楽市駐車場
【ところ】ウッディパル余呉(余呉町
最新スポーツ自転車の試乗（※荒天
②３月19日(木)イオン長浜店駐車場
中之郷)
時中止）やウェアの展示、物産展な
受付は両日とも10時〜12時、13時 【参加費】大人1,000円、小人500円
ど、家族で楽しめる滋賀最大級の自
〜15時30分
(清掃協力費)
転車イベント。ご当地キャラ「ひで
問 健康推進課(7６５−７７７９)
■
【定 員】40人(先着順)
よしくん」も登場！
※申込み等、詳しくは下記まで
【と
き】３月14日(土)13時〜17時
◆一時預かり託児 対象年齢を拡大
問･申 NPO法人湖北有害鳥獣対策協議会
■
【ところ】豊公園噴水広場
(7０８０−３８３３−１６１０ 林)
現在、一時預かりの対象年齢は満１
問 びわ湖一周ロングライド2015実行委
■
歳以上ですが、４月からは満６か月
員会＜㈱ＪＴＢ西日本大津支店内＞
以上に拡大します。ご利用ください。 ◆写真展「四季のふれあい」
(7０７７−５２２−２９４１)
【と き】毎週月、火、木、金曜日
写真愛好家グループ「写団 望」の写
９時30分〜16時(１回最長
真展。県内の四季や祭りの表情を展示。 ◆きゃんせ土曜市
４時間)
【と き】３月12日(木)〜30日(月)
【と き】３月14日(土)11時〜13時
【ところ】サンサンランド子育て支援
10時〜18時(最終日は15時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
センター(地福寺町)
まで)
【内 容】三角スピードくじ(先着200
【対象者】満６か月〜満４歳未満児
【ところ】浅井図書館(大依町)
人)、果物特売セール、福引
(３月中は満１歳以上)
※火・水曜日は休館
抽選会、うどん・そば・おに
問 浅井図書館(7７４−３３１１)
【料 金】１時間250円
■
ぎり・いなり寿司、青果・鮮
※利用方法など詳しくは下記まで
魚販売コーナー
問 サンサンランド子育て支援センター
■
問 長浜地方卸売市場(7６３−４０００)
■
(7６２−３７１２)

◆ケーブルテレビ「デジアナ変換」 ◆第12回青祥会研究発表大会
が終了します
【と き】３月８日(日)

有料広告欄

◆ベビーキッズ用品交換会
子ども服、おもちゃ、絵本など育児
グッズなどなんでもＯＫ。当日お持
ちください。
【と き】３月14日(土)10時〜12時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【持ち物】持ち帰り用の袋・交換品
※入場無料、遊びにくるだけでもＯＫ
問 ままのて会
■
( Eメール mamanotekai@gmail.com)

◆里親フォーラム
色々な事情により家庭で暮らせなくな
った子どもたちを、自分の家庭に迎え
入れて養育する里親。県では里親にな
っていただける人と、その応援者を求
め、フォーラムを開催します。
【と き】３月21日(土)
13時30分〜16時15分
【ところ】臨湖(港町)
【内 容】里親制度について、里親体験
発表、講演「なぜ今里親が必
要なのか？そして、里親委託
推進へ」林浩康先生(日本女
子大学人間社会学部教授)
【申込み】３月16日(月)までに、FAX
またはメールで下記まで
問･申滋賀県里親連合会事務局
■
(7/5０７７−５２２−６８８１、
Eメール shiga-satooya@sirius.ocn.ne.jp)

●高月幼稚園
【と き】３月21日(土)15時〜16時30分
【内 容】ミニ音楽会、風船飛ばし、園
舎開放（思い出の写真展示）
問 高月幼稚園(7８５−２３９６)
■

ひとり20㎝のプレーンシフォンケー
キを作ります。
【と き】３月22日(日)
①10時〜12時 ②13時〜15時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
●木之本保育園
【講 師】多賀三千男氏
【と き】３月22日(日)14時〜16時
【参加費】500円(材料費)
【内 容】思い出のスライド、人形劇、 【持ち物】エプロン
風船飛ばし
【定 員】各９人(先着順)
問 木之本保育園(7８２−３１８１)
【申込み】３月17日(火)までに参加費
■
を添えて下記まで。
問･申市民交流センター(7６５−３３６６)
■
●木之本幼稚園
【と き】３月22日(日)
◆魚のさばき方教室
14時〜17時30分
鯛など３品をさばきます
【内 容】懐かしの写真、喫茶、餅つき
【と き】３月24日(火)14時〜16時
問 木之本幼稚園(7８２−２４４１)
■
【ところ】長浜公民館(高田町)
【講 師】㈱浜湖月料理人
◆伊香高等学校文化部合同発表会 【定 員】10人(定員を超えた場合抽選)
美術、茶華道、吹奏楽、ホームメイ
※初めての人優先
キング、科学、ＥＳＳの各クラブ員 【負担金】1,000円(当日払い。材料
が日頃の活動の成果を発表します。
費・保険料含む)
【持ち物】エプロン・三角巾・出刃包
【と き】３月22日(日)10時〜15時
丁・刺身包丁・まな板・タ
【ところ】高月公民館(高月町渡岸寺)
ッパー・ふきん数枚
※入場無料
【申込み】３月２日(月)〜13日(金)17時に
問
■ 伊香高等学校(7８２−４１４１)
電話またはメールで下記まで。
※水曜・日曜日休み
問･申長浜地方卸売市場
■
(7６３−４０００
◆市民公開セミナー
Eメール nagasijo@mx.bw.dream.jp)

講座・教室

お酒で悩んでいるあなたへ

アルコールに関する正しい知識をもっ
て健康で幸せな生活を送りましょう。
４月から、たかつき認定こども園、
【と き】３月21日(土)
きのもと認定こども園がそれぞれ開
13時30分〜15時30分
園になります。これに伴い閉園にな
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
る各保育園・幼稚園でお別れのセレ
【講 演】
モニーが下記のとおり行われます。
「あなたはお酒で悩んでいませんか」
●高月保育園
講師：県立精神医療センター
【と き】３月21日(土)14時〜15時30分
医師 柴崎守和先生
【内 容】思い出のスライド、餅つき、
※参加費無料、申込不要
風船飛ばし
問 滋賀県断酒同友会事務局(7５５−
■
問 高月保育園(7８５−２０６１)
■
０６６１)

◆ありがとう

さようなら園舎

◆シフォンケーキ作り

◆青祥会

介護職員初任者研修

【と

き】５月11日(月)〜９月16日
(水)のうち24日間
【ところ】特別養護老人ホーム アン
タレス(加田町)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】３月20日(金)〜４月28日
(火)に青祥会の各施設まで
＊申込み方法等、詳しくは下記まで
問 青祥会法人本部(7６８−４１１４)
■

相
5,000

談

◆福祉のお仕事探し出張相談
福祉の仕事探しについて相談をお受け
します。気軽にお立ち寄りください。
【と き】３月12日(木)
13時30分〜16時
【ところ】市役所浅井支所(内保町)
問 湖北介護・福祉人材センター
■
(7６４−５１２５)
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