
有料広告欄

◆甲種防火管理（再）講習会
【と　き】10月７日（金） ９時～12時15分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【受講料】2,000円
【定　員】30人（先着順）
【申込み】 ９月５日（月）～10月３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）ほか

問湖北地域消防本部予防課（☎６２－５１９４）

◆奥びわ湖書道教室
【と　き】10月16日（日）
　　　　10時30分～15時30分
【ところ】 西浅井運動広場体育館（西浅

井町大浦）
【参加費】無料
【対　象】書き順コンテスト：小学生
　　　　子ども書道教室：小中学生
　　　　初心者体験教室：高校生以上
　　　　経験者上達教室：高校生以上
【持ち物】上履き
※ 書道具は準備しますが持参も可。
【申込み】 10月７日（金）までに電話で

下記まで。
問・申  書を活かした地域づくり実行委員会
　　（☎８９－１１２５）

相　　談
◆「高齢者・しょうがい者の人権
　あんしん相談」強化週間
高齢やしょうがいを理由とした差別
や嫌がらせ、暴行などの人権問題の
相談に応じます。下記相談ダイヤル
まで。
【と　き】９月５日（月）～11日（日）
　　　　８時30分～19時
※土・日は10時～17時
　全国共通人権相談ダイヤル
　☎０５７０－００３－１１０
問大津地方法務局人権擁護課
　（☎０７７－５２２－４６７３）
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女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 ９月17日（土）12時～16時
　　　　 10月６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】９月15日（木）18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】９月23日（金）18時～20時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】９月23日（金）19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】９月23日（金）18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】９月15日（木）18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】９月14日（水）13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】９月15日（木）15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】９月24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】９月21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（８月４日現在）
◆ください（無料）
○電動自転車○幼児用自転車○カギ付きス
チールロッカー○ふで・すずり（習字セット）
○卓球台○卓上電動ミシン○釣竿○大人用三
輪自転車○陶器の火鉢○電子オルガン
◆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○木製ビーズシートカバー○ベビーベッ
ド（木製）○バドミントンラケット（１本）
※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）

９月の税・料
市県民税　　　　　　　２期
国民健康保険料　　　　４期
介護保険料　　　　　　４期
後期高齢者医療保険料　３期 

長浜米原休日急患診療所
９・10月の診療日のお知らせ
【診療日】　 ９月４日、11日、18日、19日、

22日、25日
　　　　 10月２日、９日、10日、16日、

23日、30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。
※ 受診時は健康保険証・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）

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
◆リサイクルブックフェア
各図書館で不要となった図書を無料
でお譲りします。
【と　き】９月17日（土）～10月３日（月）
　　　　開館時間内（火・水曜日休館）
【ところ】浅井図書館（大依町）
問浅井図書館（☎７４－３３１１）

催　し
◆ 長浜曳山祭
　～子ども歌舞伎と祭礼行事を知る～
祭りで使う扇のデザインは何が起源
なのかなど、長浜曳山祭の謎に挑戦。
また、子ども歌舞伎の広がりについ
て考えます。
【と　き】９月12日（月）～10月23日（日）
　　　　 ９時～17時（入館16時30分ま

で）会期中無休
【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）

◆市民交流センター祭
太極拳やフラダンスなどサークル活
動の発表、陶芸や手芸などの作品展
示、バザーや模擬店を開催します。
【と　き】９月22日（木・祝）
　　　　10時～15時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
※ 合唱「うたごえサークルきらら」も参加
問市民交流センター（☎６５－３３６６）

◆おやこまつり
【と　き】９月22日（木・祝）11時～
【ところ】 暮らしギャラリーふくらの杜

（浅井文化スポーツ公園西隣）
【内　容】
① 11時～15時　フリーマーケット（手
作り市や軽食のお店）：入場無料
② 15時～劇団プラネットカンパニー
のおはなし劇場：参加費500円

問長浜おやこ劇場
　（☎０９０－４５６５－３６０３）

◆山門水源の森現地交流会
【と　き】 ９月25日（日） 10時～16時30分
【ところ】西浅井公民館（西浅井町大浦）
【内　容】 「気候の変化で森はどう変

わってきたか」がテーマの講
演会。午後は現地観察ツアー
を実施します。

【講　師】琵琶湖博物館
　　　　学芸技師　林 竜馬 氏
【定　員】100人
※小学生以下は保護者同伴
【服　装】 動きやすく、露出の少ない服装
※参加無料
問・申（有）西浅井総合サービス
　　*nishiazai.co@koti.jp
　　（ ８９－０２８１）

◆長浜日中交流サロン
日本語や中国語で自由におしゃべり。
お互いの理解を深めましょう。軽食
あり、退出自由です。
【と　き】 ９月11日（日）から毎月第２

日曜日　10時～14時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
※申込不要、参加無料。
問長浜市日中友好協会　井上
　（☎０９０－９９１６－３３８９）

◆ゴリラはごりらコンサート
おはなしボランティアわたぼうし主催。
ことばを音楽とアートに乗せて届けます。
【と　き】11月20日（日）
　　　　13時開場 13時30分～15時30分
【ところ】浅井文化ホール（内保町）
【出　演】詩人・童話作家 工藤 直子 氏
　　　　絵本作家 あべ 弘士 氏
　　　　シンガーソングライター 
　　　　新沢 としひこ 氏
【料　金】 前売り券 大人2,500円　学生

1,500円（当日券は各500円増）
※３歳以下は入場不可
【申込み】 予約枚数、連絡先、チケッ

ト受取り方法を記入し、メー
ルで下記まで。

問浅井文化ホール（☎７４－４０００）

講座・教室
◆ 歴史講座「美濃路を行き交う
北近江・北陸諸大名

【と　き】９月22日（木・祝）13時30分～15時
【ところ】浅井図書館（大依町）
【講　師】 一宮市尾西歴史民俗資料館

学芸員　宮川 充史 氏
【受講料】500円
【定　員】50人
【申込み】電話で下記まで。
問浅井歴史民俗資料館（☎７４－０１０１）

◆マタニティ講座
赤ちゃん人形を使ってだっこやおむ
つ替えなどを体験。子育て相談コー
ナー、ミニ音楽会もあります。
【と　き】９月24日（土） 10時～11時30分
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【講　師】安藤 鶴姫　 助産師
　　　　中川 留美子 助産師
　　　　佐藤 啓子　 助産師
【参加費】200円
【定　員】20人（先着順）
【申込み】 ９月12日（月）～16日（金）に

電話で下記まで。
問・申生涯学習課（☎６５－６５５２）

◆料理教室－プロの味を伝授－
【と　き】９月27日（火） 10時30分～14時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【内　容】 鯵とキヌアのカルパッチョ

ハーブサラダ、洋風鯛めし
【参加費】500円
【講　師】 スタイリッシュコンフォー

トリィネア　伴海 康宏 氏
【定　員】10人
※ 初めての人を優先、応募者多数の
場合は抽選

【申込み】 ９月１日（木）～10日（土）17
時までに電話かメールで下
記まで。

問・申長浜地方卸売市場いちば食育隊
　　（☎６３－４０００）
　　*nagasijo@mx.bw.dream.jp

〒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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