
情報ひろば 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。

不用品交換情報（5月17日現在）
◆ください（無料）
○子ども用鉄棒○洋画ビデオテー
プ○大型スチール棚○大型電動ミ
シン○バッティングネット○ベ
ビーカー○乳母車○バスケット
ゴール○布団乾燥機○大人用三輪
車○自転車後部席用チャイルド
シート○体育館シューズ○電動ア
シスト自転車○ぶら下がり健康器
○踊り用扇子○自動洗濯機○ねこ
のペットタワー○ガスレンジ（プロ
パン）
◆あげます（無料）
○事務机○ベビーベッド○サイド
ボード○盆栽用の鉢○小型扇風機

※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（☎６５－６５１３）

６月の税・料
市県民税　　　　　　　前納１期 
国民健康保険料　　　　前納１期
介護保険料　　　　　　１期

弁護士法人

おうみ法律事務所

〒526-0031　長浜市八幡東町225
代表弁護士  竹内  寛 （滋賀弁護士会所属）
HP : http://www.ohmi.lawyers-office.jp

有料広告欄

長浜米原休日急患診療所
６・７月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ６月５日、12日、19日、26日
　　　　 ７月３日、10日、17日、
　　　　18日、24日、31日
【診療時間】　 ９時～18時
【診療科】　 内科・小児科
【受付時間】　 ８時30分～11時30分
　　　 　 12時30分～17時30分
【場　所】　 宮司町1181－2
　　　 　 湖北医療サポートセンター
　　　 　 「メディサポ」内
【電話番号】　 ６５―１５２５
※ 電話は、おかけ間違いのないよう
ご注意ください。
※ 受診時は保険証・お薬手帳・母子
健康手帳（乳幼児の場合）をお忘
れなく。
※ 診療日は日曜・祝日・年末年始（12
月30日～１月３日）です。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 ６月18日（土）12時～16時
　　　　７月７日（木）10時～14時
【ところ】　 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
　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

催　し
◆ 特別陳列「湖北の仏画―浅井
のほとけたち─」

湖北の仏教文化とそこに暮らした人々
の心を知る特別展です。
【と　き】６月７日（火）～７月３日（日）
【ところ】浅井歴史民俗資料館（大依町）
【入館料】 大人300円、小中学生150円
　　　　（長浜・米原市の小中学生は無料）
※ 月曜日、祝日の翌日は休館
問浅井歴史民俗資料館（☎７４－０１０１）

◆長浜ギター・マンドリンアンサンブル
　第27回定期演奏会
【と　き】６月12日（日）14時開演
　　　　　（13時30分開場）
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【入場料】無料
【曲　目】 ブラームスの子守唄、涙のトッ

カータ、小交響曲「マンドリン
の群れ」ほか（３部構成）

問 アンサンブル国友
　（☎０９０－９０４５－８３２３）

◆とんてんかんin鍛冶屋2016
鍛冶で栄えたまち「鍛冶屋町」。鍛冶体
験やワークショップ、音楽ライブ、マー
ケット、冒険遊び場など楽しい催しが
盛りだくさん。
【と　き】６月18日（土）10時～17時
　　　　　　19日（日）10時～16時
【ところ】 坐外堂、まんよ鍛冶小屋（鍛冶

屋町）
○300人プロジェクト参加者募集!
とんてんかんin鍛冶屋で、鉄作家と一
緒に「長浜」をイメージした作品を作
り、市美術展に出品しませんか。
【と　き】６月18日（土）、19日（日）
　　　　①10時②11時③12時④13時
　　　　⑤14時⑥15時
【参加費】 500円（小学３年生未満は保護

者同伴）

【申込み】 ①住所②氏名③年齢④電話番
号⑤メールアドレス⑥保護者
名⑦参加希望日・時間（第２希
望まで）を、メールで下記ま
で。

問・申とんてんかん実行委員会

　　*tontenkan.k@gmail.com

◆湖北口腔保健フェスティバル
お口の健康について学びましょう!
【と　き】６月19日（日）10時～16時
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【内　容】 ポスター展、フッ化物塗布（無

料）、歯磨き個別指導、石こう
模型の色ぬり、クイズなど

問湖北歯科医師会事務局
　（☎６２－３０２０）

◆地域医療福祉フォーラム2016
地域で元気に暮らすために私たちにで
きることを考えます。
【と　き】７月２日（土）13時受付開始
　　　　13時30分～16時30分
【ところ】滋賀県立文化産業交流会館
　　　　（米原市下多良）
【対　象】どなたでも
【定　員】200人
【入場料】無料
【内　容】①地域の活動報告
　　　　　 みんなの家EH　伊賀並正

信氏、野一色みまもりたい
西堀正次氏、（一財）湖北水
源の郷づくり　白石香織氏

　　　　②米原中学校吹奏楽部演奏
　　　　③ 基調講演『ふくしあの紹介

と地域包括ケアについて』
　　　　　 米原市地域包括医療福祉セ

ンター「ふくしあ」センター
長　中村泰之　医師

【申込み】 ６月20日（月）までに電話また
はFAXで下記まで。

※ 手話通訳をご利用の場合は、座席を
用意します。

問・申長浜米原地域医療支援センター
　　（☎/ ６５－２７５５）

講座・教室
◆市民交流センターふれあい講座
　キャンドルホルダー作り体験
幻想的でエキゾチックなトルコラン
プ。鮮やかな色彩で輝くキャンドルホ
ルダーをつくります。
【と　き】６月18日（土）10時～12時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】 ジェネロスハーツ㈱
　　　　澤　信代氏
【定　員】20人（先着順・小学生以上）
【受講料】2,700円（材料費込）
【申込み】 ６月13日（月）までに受講料を

添えて下記まで。
問・申長浜市民交流センター
　　（☎６５－３３６６）

◆ふな寿しの漬け方教室
【と　き】６月25日（土）14時～15時30分
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【講　師】世森伸吾氏ほか
【対　象】長浜・米原市内在住の人
【定　員】20人（初めての人優先）
※応募多数の場合抽選。
【負担金】2,500円（当日徴収）
【申込み】 ６月２日（木）～９日（木）に電

話またはメールで下記まで。
問・申長浜地方卸売市場
　　（☎６３－４０００）
　　*nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆子育て支援講習会
【と　き】７月９日（土）10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【内　容】 子どもの救命処置 予防と手当
【講　師】赤十字幼児安全法指導員
【対　象】 乳幼児を育児中の両親および

家族
【定　員】50人程度
【参加費】無料
【申込み】 ７月１日（金）までに電話で下

記まで。
※託児あり（要申込）
問・申長浜赤十字病院　社会課
　　（☎６３－２１１１）

◆介護職員初任者研修
【と　き】 ８月22日（月）～12月21日（水）

のうち24日間
【ところ】 特別養護老人ホーム　アンタ

レスなど
【対象者】研修の全課程を受講できる人
【定　員】 40人（応募者多数の場合は選考）
【受講料】 43,200円（テキスト代、消費税込）
【募集期限】８月18日（木）
【申込み】電話で下記まで。
問・申社会福祉法人青祥会本部
　　（☎６８－４１１４）

募　集
◆ 市民ソフトボール大会参加
チーム募集

トーナメント方式の大会です。
【と　き】６月26日（日）８時30分～
　　　　　※雨天時は７月３日（日）
【ところ】神照運動公園（神照町）
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】 ６月17日（金）までに下記まで。
問・申長浜市ソフトボール協会　髙森
　（☎６２－４１８１/ ６２－４１８４）

◆文部科学大臣杯
　小・中学校将棋団体戦滋賀県大会
【と　き】６月26日（日）10時～
　　　　（９時受付開始）
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【資　格】 県内の小・中学校で、同一校に

在学する生徒３人で編成され
たチーム。同一校からの参加
チーム数に制限はありません。

【対局方法】 予選リーグ、決勝トーナメント
【参加費】500円/人
【申込み】６月20日（月）までに①学校名

②選手氏名（３名）③学年④年
齢⑤保護者代表の連絡先⑥弁
当注文有無をFAXまたはメー
ルで下記まで。

※ 昼食が必要な人は事前申込、別途500円。
※ 優勝チームは７月25日（月）開催予定
の西日本大会に出場いただきます。

問・申日本将棋連盟長浜支部　日比野
　　（☎090－8578－2543/ 63－1788）
　　*xiv-s1957-01.18_@docomo.ne.jp

◆ 国家公務員採用一般職試験
（高卒者）

【試験区分】 事務、技術、農業土木、林業
【対　象】 ①平成28年４月１日において

高等学校または中等教育学校
を卒業した日の翌日から起算
して２年を経過していない人
および平成29年３月までにこ

れらを卒業見込みの人。②人
事院が①に掲げる人に準ずる
と認める人。

【申込期間】 インターネット６月20日（月）
～29日（水）

※ 郵送・持参は６月22日（水）まで。消印有効。
【試験日】９月４日（日）
【会　場】京都市、大阪市ほか
※ 詳しくはホームページ「国家公務員
試験採用情報NAVI」で。

問人事院近畿事務局
　（☎０６－４７９６－２１９１）

結婚相談
【長浜地域】６月23日（木）18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】６月24日（金）18時～20時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】６月24日（金）19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】６月24日（金）18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】６月16日（木）18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】６月８日（水）13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】６月16日（木）15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】６月25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】６月15日（水）13時～15時

西浅井公民館（西浅井支所内）

問社会福祉課（☎６５－６５３６）
　 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。
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