記事広告
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課（☎６５−６５０４）までご連絡ください。

催

し

◆恋するリボンフェスタ

◆第14回七りん館コンサート

江戸期の庄屋屋敷「七りん館」を会場
に、美しい音楽をお楽しみください。
【と き】６月18日(土)11時開演
【ところ】浅井歴史民俗資料館内
七りん館(大依町)
【出 演】岡本亜由美氏(シャンソン)
【入場料】一般500円、
小中学生300円
【定 員】60人
【申込み】電話で下記まで。
問・申 浅井歴史民俗資料館
■
（☎７４―０１０１)

◆婚活イベント第２弾「ＢＢＱ婚活」

【と

き】６月19日(日)
10時〜15時30分
(9時50分集合)
【ところ】西浅井公民館
(西浅井町大浦)
【対 象】全国の独身女性、長浜市内
の独身男性(25歳〜49歳)
【参加料】男性2,000円、
女性1,000円
【定 員】男女各15人
(定員を超えた場合は抽選)
【申込み】６月10日(金)までに電話
で下記まで。
※悪天候の場合はピザ作りをします。
問・申 西浅井公民館
■
（☎８９−１１２５)

講座・教室
◆体験教室
「げんこつあめをつくろう」

①戦後文学を読む１−梅崎春生「桜島」
【と き】５月31日(火)、６月７日(火)
②戦後文学を読む２−武田泰淳「審判」
【と き】６月21日(火)、28日(火)
③詩仙−李白−の世界に遊ぶ
【と き】５月19日〜７月７日の
毎週木曜日
【定 員】各20人(先着)
【参加費】①、②は1,500円
③ 6,500円
【時 間】各14時〜
【申込み】氏名(フリガナ ) 、 性 別、
住所、電話番号、講座名を
ＦＡＸかハガキで下記まで。
問・申 滋賀文教短期大学(田村町335)
■
（☎６３−５８１５ ■
FAX ６５−１９２１)

◆健康教室

【と

き】６月９日(木)
13時30分〜15時
【ところ】湖北医療サポートセンター
【テーマ】認知症〜自分のため家族
のために知ってほしいこと
【講 師】セフィロト病院
柴田郁子氏
※参加費無料、申込不要
問 湖北医師会(☎６５−３６００）
■

◆甲種防火管理(新規)講習会

【と き】６月23日(木)、24日(金)
【ところ】長浜市民交流センター
(ふれあいホール)
【受講料】5,000円
【定 員】100人(先着順)
【申込み】５月23日(月)〜６月20日(月)
に受講料を添えて下記まで。
※土日祝日は除く。
【申込場所】長浜消防署(平方町)
東浅井分署(五村)
伊香分署(木之本町大音)
米原消防署（米原市長岡）
問・申 湖北地域消防本部予防課
■
（☎６２−５１９４）

相

談

◆福祉のお仕事相談会

福祉の仕事探しについて相談をお受
けします。
【と き】５月28日(土)13時30分〜
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町) 【と き】６月９日(木)
13時30分〜16時
【参加費】300円※別途入館料が必要
【ところ】西浅井公民館
【定 員】30人
(西浅井町大浦)
【持ち物】エプロン、マスク、三角巾
問 湖北介護・福祉人材センター
■
【申込み】電話で下記まで。
問・申 浅井歴史民俗資料館
（☎６４−５１２５）
■
（☎７４−０１０１)
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募

集

◆「武将パレード」参加募集

近世城下町ふるさとまつりの「武将
パレード」に参加しませんか。参加
無料。甲冑・着物の貸出あります。
【と き】６月４日(土)13時〜16時
【ところ】中心市街地一帯
【内 容】戦国衣装を身にまとい、長
浜の城下町を練り歩きます。
【定 員】甲冑武者20人、姫10人
(ともに先着順)
【申込み】５月27日(金)までに電話で
下記まで。
問・申 観光振興課(☎６５−６５２１)
■

平成28年度所得(課税)証明書
の交付を開始します

平成28年度(27年分所得)所得
(課税)証明書の交付を６月１日
(水)から開始します。
コンビニ交付サービスで取得で
きる証明書は下記のとおりです。
①５月31日まで
平成27年度(26年分所得) の
所得(課税)証明書
②６月１日以降
平成28年度(27年分所得) の
所得(課税)証明書
問 税務課（☎６５−６５０８）
■

不用品交換情報 (４月 25 日現在 )

◆ください（無料）
○大人用自転車○子ども用自転車○
マッサージチェア○電動家庭用ミシ
ン○エレクトーン○衣紋掛け○踊り
用扇子○電子ピアノ○和布団とマッ
トレス○サイドボード○子ども用ト
ランポリン○パラボラアンテナ○米
の保管庫○冷蔵庫○ガスコンロ○一
人がけソファ○温水便座○大型ス
チール棚○大型電動ミシン
◆ゆずってください（有料）
○踊り用扇子○子ども用自転車
◆あげます（無料）
○植木鉢○灯油ポリタンク○ガス
コンロ○食品棚○洋画ビデオテー
プ○事務机○ＬＰガス○大型スチー
ル棚○介護ベッド
◆ゆずります（有料）
○布団乾燥機
※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。
※有料の不用品交換情報の新規登録
は行っていません。
問 環境保全課 (☎６５−６５１３)
■

教室名

ぴょんきち
水泳教室

期間・時間

対象

受講料

定員

６月21日(火)〜６月24日(金)
小学
7,000円
２０人
６月28日(火)〜７月１日(金)
１〜３年 全８回
16時30分〜17時30分

レベルアップ ６月21日(火)〜６月24日(金)
小学
7,000円
２０人
６月28日(火)〜７月１日(金)
４〜６年
全８回
水泳教室
17時30分〜18時30分
アクアリズム ６月25日(土)〜８月13日(土) ５〜６歳 7,000円
２０人
（毎週土曜日）
未就学児 全８回
水泳教室
16時30分〜17時30分

場所

浅井Ｂ＆Ｇ
海洋センタープール

恋人の聖地で恋をテーマにしたイベ
ントを開催。
【と き】５月29日(日)10時〜15時
【ところ】奥琵琶湖パークウェイ
つづら尾崎展望台
【内 容】地元アーティストによる
音楽ステージ、フードコー
ト、２人１組で参加する
宝探しなど。
問・申 北部振興局地域振興課
■
（☎８２−５９００)

◆滋賀文教短期大学大学開放講座

（公財）長浜文化スポーツ振興事業団から、
講座・教室・イベントの情報を
お届けします！

内容

水泳の苦手な
お子さん対象
の教室です。
クロールや平泳ぎ
などレベルに応じ
た指導を行います。
水泳の苦手な
お子様対象の
教室です。

着衣泳＆プールdeカヌー体験教室（水の事故ゼロ運動）
【と き】６月19日(日)９時〜11時
【ところ】浅井B&G海洋センター プール
【対 象】小学生以上
【内 容】服を着たまま入水する体験
ライフジャケットを着用して入水する体験
プールでカヌーに乗る体験など
【参加費】1,100円／人
【定 員】20人(先着順)
【申

込】５月21日(土)から受付開始。(電話予約可)
参加費を添えて申込みください。
定員になり次第受付を終了します。

【その他】自己都合によるキャンセルの場合、参加費は
原則としてお返しできません。

問・申 浅井B＆G 海洋センター（☎７４−３３５５)

第12回文スポ理事長杯
【と き】６月22日(水)９時〜12時30分 ※雨天時は６月29日(水)に延期
【ところ】神照運動公園内 長浜市レクリエーション広場(神照町)
【対 象】一般男女
【参加費】500円／人
【定 員】150人(先着順)
【内 容】24 ホールの個人ストロークマッチ
【申 込】５月23日(月)から受付開始。直接または電話で下記まで。

問・申 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団〈市民体育館〉（☎６３−９８０６)
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