
◆秋の語学スクール生徒募集

　　  講　座　名

幼児英会話

英語(初級)

英語(中級)

キッズ英語

中国語(初級)

中国語(中級)

中国語(上級)

スペイン語(初級)

スペイン語(中級)

ポルトガル語(初級)

ポルトガル語(中級)

フランス語入門

韓国語(初級)

韓国語(中級)

韓国語(上級)

たのしい日本語

曜日

日曜

日曜

日曜

金曜

土曜

土曜

土曜

日曜

日曜

水曜

火曜

火曜

日曜

日曜

日曜

時　　間

10時～10時30分

11時～12時

13時～14時

17時～18時

15時～16時30分

13時～14時30分

10時30分～12時

13時30分～15時

15時30分～17時

15時～16時30分

19時～20時30分

15時～16時30分

14時45分～16時15分

13時～14時30分

10時30分～12時

受講料

12,800円

16,000円

16,000円

14,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

16,000円

　8,000円

　8,000円

　8,000円

16,000円

16,000円

16,000円

　2,000円

回数

16回

16回

16回

12回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

16回

８回

16回

16回

16回

10回

開講日

９月25日

９月25日

９月25日

９月30日

９月24日

９月24日

９月24日

９月25日

９月25日

９月28日

９月27日

９月27日

９月25日

９月25日

９月25日

９月27日

定員

15人

15人

15人

８人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

15人

８人

15人

15人

15人

15人

(※木曜定休日。お問合せは定休日以外の10時～19時)

【受付期間】９月５日(月)10時30分～　※先着順
【申込方法】ＧＥＯにある申込用紙で直接お申込みください。
　　　　　　電話で仮予約もできます。
※定員になり次第締め切ります。最低開講人数に達しない場合は、開講しない場合もあります。
※受講料は原則として返金できません。

問 長浜市多文化共生・国際文化交流ハウスG
ジ

EO
オ

  ☎６３－４４００

◆秋の語学スクール生徒募集◆秋の語学スクール生徒募集

チケット制
（時間はお問合せください）

広報ながはま　2016年8月15日 14

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】９月９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)

ンロードすることもできます。
■問  滋賀県モノづくり振興課
    (☎０７７－５２８－３７９１)

◆エンジョイテニス大会出場者募集
【と　き】10月30日(日)
　　　　　９時～17時
【ところ】豊公園テニスコート(公園町)
【参加費】１人500円
【定　員】午前：ダブルス(男子、女子、
　　　　　  ミックス、初心者)25組
　　　　　  午後：ジュニア(小中学生)
　　　　　  シングルス25人
【申込み】10月7日(金)までに ①氏名 
　　　　　  ②電話番号 ③出場種目を
　　　　　  記入し、メールで下記まで。

不用品交換情報 (８月１日現在 ) 
◆ください（無料）
○電子オルガン○血圧計○幼児用自転
車○カギ付きスチールロッカー○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○釣竿
◆あげます（無料）
○食器棚○植木鉢 ( 盆栽用・花用等 )
○足踏みミシン○水道用ビニール管
○子ども用木製滑り台
※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)

■問・■申  長浜テニス協会
      　  nta_enjoy@yahoo.co.jp

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。

お知らせ
◆水草たい肥の無料配布
琵琶湖の水草をたい肥化し、無料配
布します。
【と　き】９月４日(日)９時～14時
【ところ】奥びわこスポーツの森北側(早崎町)
■問 (公財)淡海環境保全財団
　(☎０７７－５６９－５３０１)
　 滋賀県琵琶湖政策課
　(☎０７７－５２８－３４６３)

◆長浜バイオ大学サイエンスカフェ
長浜バイオ大学の学生サークルが
「家族で楽しむ科学」をテーマにま
ちなかでイベントを開催します。
【と　き】８月27日(土)10時30分～18時
【ところ】長浜バイオ大学町家キャンパス(元浜町)
【内　容】スライム作り(実費50円要)、

無重力実験、星座解説、動
物クイズや、コーヒー、紅
茶、ジュースなど(有料)

※申込不要
■問 長浜バイオ大学(☎６４－８１００)

◆市場感謝祭
【と　き】８月27日(土)16時～20時30分
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【参加費】無料
【内　容】吹奏楽演奏、餅まき、魚つかみ、
　　　　　　 模擬店、ビンゴゲームなど
※雨天中止
■問 長浜地方卸売市場感謝祭実行委員会
　 (☎６３－４０００)

◆おはなし☆しゃあた＆えほんのひろば
絵本をスクリーンに映してシアター
気分を味わえるおはなし会です。い
ろいろな絵本も楽しめます。
【と　き】８月28日(日)
　　　　　えほんのひろば：10時～16時
　　　　　おはなし☆しゃあた：13時～15時
【ところ】六荘公民館(勝町)
※参加費無料、申込不要
■問 朗読こといろ 寺本(☎６２－８２７２)

◆ハッピー・キャリア・カフェ
仕事も子育てもあきらめない。自分ら
しいハッピーキャリアを見つけよう。
【と　き】９月３日(土) 　
　　　　   13時30分～16時30分

募　集

講座・教室

【ところ】イオンモール草津(草津市新浜町)
【参加費】無料
【講　師】スリール(株)代表取締役
　　　　　堀江 敦子 氏
【対　象】これから結婚・出産・育児を
　　　　　　迎える働く女性、およびその
　　　　　　パートナー
【定　員】30人
【申込み】下記ホームページまで。
  http://www.pref.shiga.lg.jp/c/danjo/
■問・■申 滋賀県女性活躍推進課
　　  (☎０７７－５２８－３７７０)

◆健康教室
【と　き】９月８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】食事と運動
【講　師】長浜保健所　管理栄養士
　　　　　西村 木の実 氏
※申込不要、参加費無料
 ■問  湖北医師会(☎６５－３６００)

◆若い年代のオストメイト交流会
【と　き】９月10日(土)
　　　　　13時30分～16時
【ところ】草津市 市民交流プラザ
              (草津市野路）
【内　容】講演、体験談発表、交流会     
　　　　　 (悩みや問題を語り合う)
【講　師】滋賀医科大学　
　　　　　中北 順子 氏
【対　象】50代位までのオストメイト
※申込不要、参加費無料
 ■問  日本オストミー協会滋賀支部
　 (☎０７７－５６２－１７７３）

◆体験教室「稲刈りをしよう」
鎌で稲を刈り取った後、足踏み脱穀
機を使った昔ながらの脱穀作業を体
験します。
【と　き】９月11日(日)
              10時～12時30分
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【参加費】１人500円
【対　象】親子で参加できる人
※子どもは小学生以上
【定　員】25人程度
【持ち物】軍手、帽子、タオル、長靴など
【申込み】電話または直接下記まで。
 ■問  浅井歴史民俗資料館
      (☎７４－０１０１)

◆成年後見講座
将来、判断能力が不十分となった場
合に備え、任意後見制度と遺言につ
いて学びます。
【と　き】９月12日(月)
　　　　　14時～15時30分

【ところ】湖北福祉ステーション(湖北町速水)
【参加費】無料
【講　師】司法書士　菅原 信道 氏
【定　員】30人
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  長浜市成年後見・権利擁護センター
　  　長浜センター(☎６２－１８０４)
　  　木之本センター(☎８２－５４１９)

◆現場の基本力研修
【と　き】10月12日(水)　
              ９時30分～16時30分
【ところ】米原公民館(米原市下多良)
【参加費】無料
【内　容】「５Ｓ」の実践スキルなど
【講　師】中小企業診断士　今村 敦剛 氏
【対　象】中小企業で働く社員
【定　員】25人程度
【申込み】９月29日(木)までに、電話、ＦＡＸ、
　　　　　　 またはメールで、氏名・連絡先を下     
　　　　　　　記まで。
■問・■申  滋賀県立高等技術専門校　草津校舎
　  　(☎ ０７７－５６４－３２９６)
　  　(□ ０７７－５６５－１８６７)
    yasuda-shigeru@pref.shiga.lg.jp

◆長浜ロードトレイン祭in BIWA
ボランティアスタッフ、フリーマー
ケット出店者を募集します。
【と　き】９月24日(土) ９時～15時
【ところ】奥びわスポーツの森(早崎町)
【内　容】ロードトレインドライバー、
　　　　　 駅周辺スタッフ、会場内開催
　　　　　  イベントスタッフ
【対　象】中学生以上
  ※ドライバーは普通運転免許保有者
【申込み】８月22日(月)までにメール  
　　　　　またはＦＡＸで下記まで。
※フリーマーケットの出店者も募集しま
　す。詳しくは下記ホームページまで。
　http://www.biwasci.com
■問  びわ地域まつり実行委員会
    (☎７２－４３４９)
    (□７２－４３４９)
　　　info@biwasci.com

◆第45回採石業務管理者試験
【と　き】10月14日(金) 10時～12時
【ところ】滋賀県大津合同庁舎(大津市松本)
【内　容】岩石の採取に関する法令・
　　　　　 技術的な事項
【申込み】９月１日(木)～30日(金)に

願書を下記担当課まで。願書は
担当課および各合同庁舎にある
ほか、県ホームページからダウ

催　し
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