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創業 33 年 まごころこめてお手伝い 

年中無休 
お迎え・個別火葬・納骨供養

日本ペットランド 

滋賀ペット葬儀社 
琵琶湖動物霊園 心塔 

師

講座・教室
◆いきいき体験講座　健康体操
生涯自立した生活ができる心と体作りを。
【と　き】① ７月10日（日）10時30分～11

時45分
　　　　②７月17日（日）10時～11時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【内　容】①「健康体操の講話と実技」
　　　　　（公社）真向法協会 小野将弘 氏
　　　　②「健康体操の実技と転倒防止」
　　　　　藤井伊佐美 氏
【持ち物】タオル、運動ができる服装
【申込み】電話かFAXで下記まで。
※受講無料。１回の参加でも可能。
問・申湖国ひとまちネット
　　（☎/ ６３－９８２２）

◆体験教室　銅鏡を作ろう!
不思議な力を持つと信じられてきた鏡
のミニチュアを作ってみませんか。
【と　き】７月17日（日）10時～
【ところ】浅井歴史民俗資料館（大依町）
【参加費】800円
【定　員】15人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館（☎７４－０１０１）

◆お酢の教室
野菜ソムリエから野菜を美味しくする
お酢レシピや、お酢のチカラについて
学びます。
【と　き】７月17日（日）
　　　　13時30分～14時30分
【ところ】臨湖（港町）
【参加費】2,000円 
　　　　（試食・試飲代込み、レシピ付き）
【定　員】先着24人
【申込み】直接または電話で下記まで。
問・申臨湖（☎６５－２１２０）

◆ふなずし講習会
琵琶湖産子持ちニゴロブナの塩切りを
用いて実際に漬けます。見学自由。
【と　き】８月３日（水）
　　　　８時30分～15時30分
【ところ】朝日漁業協同組合（湖北町尾上）
【参加費】 22,000円（ふな塩切り５kg、漬

け物桶等一式）
【定　員】40人（先着順）
【持ち物】 汚れてもいい服装（長靴、サン

ダルなど）、炊飯した米（３升
５合）、弁当

※ ビワマスの刺身、アユの佃煮付き
【申込み】電話で下記まで。
問・申朝日漁業協同組合（☎７９－０３２０）
 　　※平日９時～15時30分

◆介護職員初任者研修
【と　き】 ８月18日（木）～12月７日（水）

のうち24日間
【ところ】 湖北福祉ステーション（湖北

町速水）
【対象者】 研修の全課程を受講できる人
　　　　※妊婦の人を除く
【定　員】30人（応募者多数の場合は選考）
【受講料】39,800円（テキスト代、消費税込）
【募集期限】８月８日（月）
【申込み】 ホームページの申込書をダウ

ンロードして記入後郵送もし
くは直接下記まで。

問・申長浜市社会福祉協議会法人本部
　　（市役所湖北支所３階）
　　（☎７８－８２９４）

募　　集
◆ 戦没者遺児による慰霊友好
　親善事業参加者を募集します
戦没者の遺児を対象に、旧戦域を訪れ、
慰霊追悼と地域住民との友好親善を図
る事業を実施します。
【参加費】10万円
【実施地域】マリアナ諸島など12地域
※ 今回実施する地域で亡くなられた戦
没者の遺児が対象となります。詳し
くは下記まで。

問・申（一財）滋賀県遺族会事務局
　　（☎０７７－５２２－７２２７）

相　　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】７月15日（金）
　　　　13時30分～16時
【ところ】北部振興局（木之本町木之本）
問湖北介護・福祉人材センター
　（☎６４－５１２５）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 ７月16日（土）12時～16時
　　　　８月４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）

結婚相談
【長浜地域】７月28日（木）18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】 ７月22日（金）18時～20時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】 ７月22日（金）19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】 ７月22日（金）18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】 ７月21日（木）18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】 ７月13日（水）13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】 ７月21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23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20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。

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。
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お知らせ
◆ パスポートセンター「米原出張窓口」
　７月19日（火）は休業
米原出張窓口での受付は、平日の火・
水・木曜日です。県立文化産業交流会館
の休館日は業務を休みます。
問県パスポートセンター
　（☎０７７－５２７－３３２３）

◆安全な職場づくりを考える
７月１日～７日は「全国安全週間」で
す。労働災害を減らし、健康に働くこと
ができる社会の実現を目指して、労使
共同で取り組みましょう。
問滋賀労働局労働基準部健康安全課
（☎０７７－５２２－６６５０）

催　し
◆ ユネスコ無形文化遺産登録推
進展示「湖北は曳山のまち」

山車文化の精華である長浜曳山まつ
り。湖北に広く深く浸透していた曳山
の姿をリアルに伝え、芸山という独自
の文化がどのように拡大したのか、そ
の足跡を追求する企画展です。
【と　き】７月４日（月）～９月11日（日）
　　　　９時～17時　※期間中無休
　　　　（入館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・米原市の小中学生は無料）
問曳山博物館（☎６５－３３００）

◆ 夏休み企画「おもちゃ鉄道模型」展
懐かしい鉄道おもちゃ&模型コレク
ションを展示。子どもから大人まで楽
しめる企画展です。夏休みに親子でど
うぞ。
【と　き】７月８日（金）～９月30日（金）
　　　　９時30分～17時
　　　　（入館16時30分まで）
【ところ】長浜鉄道スクエア（北船町）

【入館料】大人300円、小中学生150円
※会期中無休
問長浜鉄道スクエア（☎６２－４０９１）

◆きゃんせ土曜市
【と　き】７月９日（土）11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】 デラウェア特売セール、ゼリー

詰め放題、うどん・そば・いな
り寿司・おにぎりコーナー

問長浜地方卸売市場
　（☎６３－４０００）

◆シネマ余呉
　映画「マザーレイク」上映会
琵琶湖を舞台として、家族や自然、子
どもたちの心の成長を描いた映画「マ
ザーレイク」の上映会を開きます。ぜひ
ご覧ください。飲食ブースもあります。
【と　き】７月16日（土）
　　　　①11時～　②14時～
【ところ】余呉文化ホール（余呉町中之郷）
【観覧券】前売り1,000円、当日1,500円

北部振興局地域振興課もしく
は下記まで。

※市内の小中学生は無料（事前予約必要）
問・申地域おこし協力隊　植田
　　（☎０８０－４５５１－００５４）

◆竹生島クルーズ　特別価格で
竹生島の魅力をもっと知っていただく
ため、市民限定で乗船料を特別優待し
ます。
【期　間】７月16日（土）～８月31日（水）
【出　港】長浜港発　９時、10時15分、
　　　　11時30分、12時45分、14時
【乗船料】一般 2,100円（通常3,470円）
　　　　小学生以下1,050円（1,840円）
　　　　※大人１人につき幼児１人無料
　　　　※入島料、消費税込
【定　員】各便20人（先着）
【申込み】 電話で琵琶湖汽船長浜支社に

事前予約（☎６２－３３９０） 
問（公社）長浜観光協会
　（☎６５－６５２１）

◆おもちゃで遊ぼう夏休み
新幹線・電車・はたらく車など、いろん
な乗り物が慶雲館に大集合!
【と　き】７月16日（土）～８月31日（水）
　　　　９時30分～17時 ※期間中無休
　　　　（入館16時30分まで）
【ところ】慶雲館（港町）
【入館料】大人300円  小中学生150円  
　　　　３歳以上の幼児100円
問慶雲館（☎６２－０７４０）

◆夏休み親子市場見学会
日頃は入れない－20℃の冷蔵庫入庫体
験や卸売場やセリ場の見学ができるほ
か、うなぎのつかみ体験などの催しも
あります。参加無料。
【と　き】８月６日（土）
　　　　７時30分～９時30分
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【対　象】長浜・米原市在住の小学生と
　　　　保護者（未就学児不可）
【定　員】20組（応募多数の場合抽選）
　　　　初参加者優先
【申込み】 ７月15日（金）までの７時～17

時に電話またはメールで下記
まで。※水・日・祝日は休み。

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

　*nagasijo@mx.bw.gream.jp

◆滋賀県レイカディア大学
　米原校大学祭
在学中の学生が、大学で学んだ学習成果
発表や作品展を行います。来場者には趣
向を凝らしたプレゼントもあります。お
誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。
【と　き】〈展示、実践&体験コーナー〉
　　　　７月20日（水）13時～15時
　　　　　　21日（木）10時～15時
　　　　〈展示、ステージ発表〉
　　　　　　22日（金）10時～15時
【ところ】 滋賀県立文化産業交流会館

（米原市下多良）
問滋賀県レイカディア大学
　（☎５２－５１１０）

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

34

広報ながはま　2016年７月広報ながはま　2016年７月 2627


