
【申込み】 ８月31日（水）までに、氏名・
住所・電話番号を記入しメー
ルかFAXで下記まで。

問・申おうみ犯罪被害者支援センター
　　*npoovsc@yahoo.co.jp
　　 ０７７－５２７－５３１０

募　　集
◆JCMU留学生と親子ハイキング
アメリカからの留学生と一緒に、英会
話を楽しみながら親子でハイキング
しませんか。
【と　き】９月11日（日） ９時30分～15時
【ところ】黒壁周辺
※集合・解散はJCMU彦根市松原町
【参加費】大人1,000円 子ども実費負担
※協会会員は500円
【対　象】 県内在住の中学生以下の子ど

もと保護者（祖父母でも可）
【定　員】20人（先着順）
【申込み】８月４日（木）から
　　　　 ホームページまたは電話で

下記まで
問・申（公財）滋賀県国際協会彦根事務所
　　（☎０７４９－２６－３４００）
　　http:www.s-i-a.or.jp/

◆ 滋賀大祭フリーマーケット出
展者募集

【と　き】11月５日（土）、６日（日）
　　　　10時～16時
【ところ】 滋賀大学経済学部（彦根市馬場）
【出店料】１区画（３×３m）500円
※両日出展の場合700円
【募集数】各日 屋外50 屋内60 ※先着順
【申込み】 インターネット・郵便は９月

30日（金）まで。電話・FAXは８
月22日（月）～28日（日）。

※ 詳しくは滋大祭実行委員会ホーム
ページで。

問・申滋大祭実行委員会
　　（☎/ ０７４９－２７－１１３７）

相　　談
◆休日・夜間お薬電話
夜間や休日にお薬のことで困ったら、
下記の電話にご相談ください。
【と　き】月～土曜日　21時～９時
　　　　日曜・祝日　 24時間
問湖北薬剤師会（☎０７４９－２２－７８１１）

◆看護職の就職相談
経験豊富な再就業専門コーディネー
ターが看護職の相談に応じます。

【と　き】 毎月第２・４月曜日（祝日の
場合は翌日）13時～16時

【ところ】 ハローワーク長浜（南高田町）
【申込み】不要
問滋賀県ナースセンター
　（☎０７７－５６４－９４９４）

◆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】８月12日（金） 13時30分～16時
【ところ】余呉支所（余呉町中之郷）
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】　 ８月20日（土）12時～16時
　　　　 ９月１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】８月25日（木）18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】８月26日（金）18時～20時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】８月26日（金）19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】８月26日（金）18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】８月18日（木）18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】８月10日（水）13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】８月18日（木）15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】８月27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】８月17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。

不用品交換情報（７月15日現在）
◆ください（無料）
○競技用自転車○電動自転車○電子
オルガン○電気釜○子ども用補助輪
付き自転車○三味線○背負式手動噴
霧器○ベビーラック○地上デジタル
チューナー○食卓用イス○血圧計○
幼児用自転車○筆、すずり（習字セッ
ト）○卓球台○陶器の火鉢○水槽○
卓上電動ミシン
◆あげます（無料）
○パイプベッド○植木鉢
※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）

８月の税・料
国民健康保険料　　　　３期
介護保険料　　　　　　３期
後期高齢者医療保険料　２期 

長浜米原休日急患診療所
８・９月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ８月７日、11日、14日、
　　　　     21日、28日
　　　　 ９月４日、11日、18日、
　　　　　　19日、22日、25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に
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）
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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。

有料広告欄

お知らせ
◆しらしがメールに登録を
滋賀県は、防災・防犯等の身の回りの
危険に関する情報を電子メールで配
信しています。
【内　容】 気象特別警報・警報・注意報、

防犯情報、地震発生情報、そ
の他お知らせなど

【申込み】 http://www.pref.
　　　　shiga-info.jp 
問滋賀県情報政策課
（☎０７７－５２８－３３８１）

◆８月は電気使用安全月間
電気は常に安全を心がけムダなく使
いましょう。また、自家用設備の電気
事故は適切な保守点検と計画的な更
新で防ぎましょう。
問関西電気保安協会 彦根営業所
（☎０７４９－２３－０３５４）

◆平和の鐘を鳴らそう
長浜ユネスコ協会では、“平和への祈
りと願い”を込めて鐘をつきます。ぜ
ひお越しください。
【と　き】８月15日（月）
　　　　11時45分～12時30分
【ところ】長浜別院大通寺 
問長浜ユネスコ協会事務局
　（☎６５－６５５２）

◆職場での転倒災害が多発
厚生労働省では転倒災害を撲滅する
ため「STOP!転倒災害プロジェクト」
を推進し、転倒災害防止のための特設
サイトを開設しました。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/
information/tentou1501.html
問彦根労働基準監督署
　（☎０７４９－２２－０６５４）

催　し
◆ 湖北グランドデザイン創出
　プロジェクト
湖北の価値を高めるためのディス
カッションをします。
【と　き】８月27日（土）13時～17時
【ところ】 ヤンマーミュージアム（三和町）
【参加費】無料
【申込み】 ８月19日（金）までに、氏名・

住所・連絡先・勤務先を記入
し、FAX、メールまたは電話
で下記まで。

問・申（一社）長浜青年会議所
　　（☎６３－２４００）
  *info@nagahama-jc.jp
　　 ６２－３９８０

◆浅井家顕彰法要・講演会
【と　き】９月１日（木）　13時30分～
【ところ】徳勝寺（平方町）
【内　容】
①浅井氏三代顕彰法要
②墓前祭
③ 記念講演「小谷山の麓の城下町 伊部」
　講師：伊部の歴史を知ろう会
　　　 代表　肥田 嘉昭 氏
【参加費】500円（一般参加の場合）
問浅井家顕彰会（☎６２－５７７４）

講座・教室
◆健康教室
【と　き】８月18日（木） 13時30分～
【ところ】 湖北医療サポートセンター

（宮司町）
【テーマ】サルコペニアと骨粗鬆症
【講　師】市立長浜病院　整形外科
　　　　杉本 正幸 先生
※申込不要、参加無料
問湖北医師会（☎６５－３６００）

◆はじめてみよう！読み聞かせ
絵本の世界を楽しみながら、読み聞か

せの初歩を一から学びます。
【と　き】８月27日（土）
　　　　10時30分～12時30分　
【ところ】滋賀文教短期大学
【講　師】国文学科専任講師
　　　　細田 あかね 氏
※申込不要、参加無料
問滋賀文教短期大学
　（☎６３－５８１５）

◆子育て支援講習会
【と　き】９月３日（土）10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院　２号館
【内　容】子どもの薬について
【参加費】無料
【講　師】吉田 紀子 薬剤師
【対　象】乳幼児の家族
【定　員】50人程度
【申込み】 ８月16日（火）までに電話で下

記まで。
問・申長浜赤十字病院 社会課
　　（☎６３－２１１１）

◆要約筆記者養成講座
聴覚障害者の社会参加を支援する要
約筆記者を養成します。
【と　き】９月６日～２月７日 毎週火曜日
　　　　13時30分～16時30分（全17回）
【ところ】 滋賀県立聴覚障害者センター

（草津市大路）
【参加費】無料（テキスト代3,400円）
【対　象】 全回受講可能な18歳以上の人
【申込み】 ８月26日（金）まで。開催要項・

申込書は電話で下記まで。
問・申滋賀県立聴覚障害者センター
　　（☎０７７－５６１－６１１１）

◆第17期犯罪被害者支援活動員養成講座
【と　き】９月７日（水）～11月９日（水）
【ところ】滋賀県厚生会館（大津市京町）
【参加費】全10回コース 15,000円
　　　　１日コース　  2,000円
【対　象】支援活動員をめざす人
【定　員】約30人

〒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
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