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
◆９月・10月は「自動車点検整
備推進運動強化月間」です
安全と環境保全のためには、車の点
検整備が必要です。
問 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局
■
(☎０７７−５８５−７２５２)

◆新施設建設用地公募に関する
全体説明会
次期施設の建設用地を広く募集する
ため、公募に関する説明会を開催し
ます。どなたでも参加できます。
【と き】９月25日(日) ９時〜
【ところ】湖北広域行政事務センター
(八幡中山町)
※申込不要
問 湖北広域行政事務センター施設整備課
■
(☎６２−７１４６)

催

し

◆長浜ロードトレイン祭
in BIWA

【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、模擬店、
フリーマーケットなど
問 びわ地域まつり実行委員会
■
(☎７２−４３４９)

◆「スペシャルオリンピックス」
市民ウォークinナガハマ

【と

◆湖岸でヨシを育てよう
多様な生態系を育むヨシ群落。その復活を
めざし、ヨシ植えと湖岸清掃を行います。
【と き】10月１日(土)10時〜11時30分
※雨天決行
【ところ】長浜水道企業団駐車場(下坂浜町)
【参加費】無料
【定 員】50人(先着順)
【申込み】９月20日(火)から、電話で
下記まで。
問・■
申 ながはまアメニティ会議事務局
■
(環境保全課内)
(☎６５−６５１３)

講座・教室
◆ヨガ教室

楽しく体を動かしましょう。
【と き】９月30日(金) ９時45分集合
10時〜11時20分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講 師】NPO法人日本YOGA連盟
平野 芳恵 氏
【対 象】どなたでも
【定 員】15組(先着順)
【参加費】500円/１組
【申込み】事前に下記まで。
◆アート・イン・ナガハマ2016 ※託児あり 先着５名(100円)
問・■
申 Heart Train dai〜dai〜 村山
全国から集まった芸術家たちがオリジ ■
(☎０９０−４０３８−８８９９)
ナル作品を展示・実演・販売します。
【と き】10月１日(土) 10時〜17時
daidai.risa@gmail.com
２日(日) 10時〜16時
【ところ】中心市街地一帯
◆長浜市文化財講演会
問 NPO法人ギャラリーシティー楽座
■
国史跡小谷城跡を通して文化財保護
(☎６５−０３９３)
への理解を深めることを目的に、文
化財講演会「遺跡の保存から地域づ
◆第12回人形劇まつり
くりへ」を開催します。
アートインナガハマ特別企画として、 【と き】10月1日(土) 18時30分〜20時
【ところ】小谷城戦国歴史資料館前広場
２日間で６回の公演を行います。
(小谷郡上町)
【と き】10月1日(土)・２日(日)
両日とも11時〜、13時30分〜、 【講 師】元福井県立一乗谷朝倉氏
15時〜
遺跡資料館 館長
【ところ】安浄寺(元浜町)
吉岡 泰英 氏
【入場料】１日通し券：500円
※申込不要、参加無料
問 歴史遺産課(☎６４−０３９５)
３歳児未満無料
■
※チケットは下記まで。当日券もあります。 ※当日の連絡先は下記です。
問 すずめの学校(☎６４−１５８８)
■
小谷城戦国歴史資料館
(☎７８−２３２０)

き】９月24日(土)
10時30分〜14時30分
◆2016小谷城戦国まつり
【ところ】曳山博物館広場、商店街一帯など
甲冑・お姫様体験やステージイベント、模擬
【内 容】
・知的しょうがいのある人と市
店、子ども魚つり、フリーマーケット等でにぎ
民が一緒に歩くトーチウォーク
わいます。まつりのフィナーレには手づくり甲
・講演会「人生はドラマ、元気で楽
冑武者が勇壮に城下町を練り歩きます。
しく」 講師：国松 善次 氏
【と き】10月２日(日)９時〜15時
【参加費】無料
【ところ】小谷城戦国歴史資料館前広場
【申込み】電話で下記まで。
(小谷郡上町)
問・■
申 長浜ロータリークラブ事務局
■
問 小谷城戦国まつり実行委員会事務局
■
(☎６３−３５００)
(☎７８−２３２０)

◆学校開放講座「点字の世界」

優しく点字の世界にご案内します。
【と き】10月1日(土)〜11月19日(土)
10月22日(土)を除く毎週土曜日
(計7回)
【ところ】滋賀県立盲学校(彦根市西今町)
【受講料】2,000円
※初級コースは別途教材費が必要です。
【申込み】９月26日(月)17時までに電
話で下記まで。
◆第5回彩画会展
◆軟式野球大会
ピース杯
※詳しくは、滋賀県立盲学校のホームペ
四季を慈しむ楽しい仲間の習作発表
ージまで。
【と き】10月23日(日) ９時〜15時
です。
問
【ところ】高月グラウンド(高月町東柳野)
■
滋賀県立盲学校学校開放講座運営委員会
【と き】９月27日(火)〜29日(木)
(☎０７４９−２２−２３２１)
９時〜17時(最終日は16時まで) 【参加費】3,000円/チーム(保険代込)
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町) 【対 象】中学生以上
◆おもてなし中国語会話
【内 容】日本原風景写生、人物・ 【定 員】８チーム(先着順)
【申込み】９月20日(火)〜10月７日(金) 中国人観光客に対応できる「おもて
静物画などの展示
に直接または電話で下記まで。 なし中国語」を楽しく学びます。
【入場料】無料
問
問
■ 高月総合型スポーツクラブピース事務局 【と き】10月２日(日)〜毎週日曜日
■ 彩画会 古池
13時30分〜15時(全10回)
(前田接骨院内) (☎８５−２２９１)
(☎０９０−６２３４−８６４４)
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【ところ】臨湖(港町)
【受講料】一般8,000円 会員5,000円
※10回分、教材費別途
【講 師】滋賀県立大学 張 字 先生
【定 員】15人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
問・■
申 長浜市日中友好協会
■
(☎０９０−９９１６−３３８９）

問・■
申 ドレミ・ポップコーンクラブ
■
■
(☎６８−１２１２)

募

集

◆市民ソフトボール大会参加者募集

【内

容】相続・贈与などの登記、土地
の境界、会社法人の設立・
変更、人権・戸籍・供託に
関すること、遺言・公正証
書など
※相談無料、予約優先
【申込み】９月30日(金)17時までに電
話で下記まで。
問・■
申 大津地方法務局総務課
■
■
(☎０７７−５２２−４７７２)

トーナメント方式の大会です。
【と き】10月９日(日) ８時30分〜
◆体験教室
※雨天の場合は10月16日(日)
「まゆの糸とりをしよう」
【ところ】神照運動公園ソフトボール場
◆無料調停相談会
地域の養蚕の歴史を学び、
「座繰機」
（神照町）
夫婦関係、相続、不動産、借金、交通事
を使った糸とりの技法を紹介、体験 【参加資格】市内在住・在勤の男女で
故などのトラブルに関し、調停で解決
します。
編成したチーム
する方法等の相談に、裁判所の調停委
【と き】10月２日(日) 13時30分〜15時 【参加費】6,000円/チーム
員(弁護士を含む)が無料で応じます。
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町) 【申込み】９月30日(金)までに、電話
【と き】10月17日(月) 10時〜15時30分
【参加費】一般500円 小中学生300円
かＦＡＸで下記まで。
問・■
申 長浜市ソフトボール協会 髙森 【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講 師】養蚕製糸業
■
■
※申込不要、参加無料
西村 英次 氏 西村 則子 氏
(☎ ６２−４１８１)
問 滋賀調停協会長浜支部
■
FAX ６２−４１８４)
【定 員】25人
(□
(☎６２−０２４０)
【申込み】電話で下記まで。
問・■
申 浅井歴史民俗資料館
■
■
◆豊公まつり武者行列 参加者募集
(☎７４−０１０１)
豊公まつり武者行列・稚児行列に参加
してみませんか。
不用品交換情報 (８月 23 日現在 )
◆健康教室
【と き】10月９日(日)
◆ください（無料）
【と き】10月６日(木) 13時30分〜
【ところ】中心市街地一帯
○電動自転車○地デジ対応液晶テレビ
【ところ】湖北医療サポートセンター 【参加費・募集定員】
○卓球台○大人用三輪自転車○電子
(宮司町)
○羽柴秀吉・寧々役：無料、小学校
オルガン○ポータブルミシン○裁断機
【テーマ】健康長寿はお口から
高学年の男女各１人
○炊飯器○電子レンジ○足踏みミシン
【講 師】歯科医師会 澤歯科医院
○賤ヶ岳七本槍子ども武者：無料、
○スーツケース○米の保管庫○水道用
澤 秀樹 先生
小学校高学年の男７人
※申込不要、参加無料
○稚児行列：3,000円、４〜８歳の男女40人 ビニールホース
問 湖北医師会(☎６５−３６００)
■
【申込み】９月30日(金)までに電話
◆あげます（無料）
で下記まで。
○植木鉢○木製ビーズシートカバー
◆やさしいお琴子ども教室
※申込多数の場合は抽選
○ベビーベッド（木製）○バドミント
問・■
申 豊公まつり実行委員会(豊国神社内)
【と き】10月15日(土)〜３月18日(土)
■
■
ンラケット（１本）○エレクトーン
13時30分〜14時45分
(☎６２−４８３８)
○本棚○タンス○電動カート ( 高齢者
全10回(第1、第3土曜日開講予定)
用)
【ところ】六荘公民館(勝町)
※現物は保管していません。
【参加費】１回500円(琴貸出料)
※市は取次ぎのみで、利用者双方の
【対 象】市内の小学生
話合いで決定していただきます。
【定 員】８人
◆全国一斉！法務局休日相談所
問 環境保全課 (☎６５−６５１３)
【申込み】10月７日(金)までに電話
【と き】10月２日(日)
■
で後記まで。
【ところ】イオンモール草津(草津市新浜町)

相

談

【イベント情報】〜福滋県境交流促進協議会からのお知らせ
滋賀県(長浜市・高島市・米原市)と福井県(敦賀市・小浜市・三浜町・高浜町・おおい町・若狭町)の
９市町が交流を深め、各市町のイベント情報を紹介しあっています。詳細は各問合せ先まで。

◆Blue Green Fes
【と き】10月１日(土)〜２日(日)
【ところ】マキノ高原
(高島市マキノ町)
問 Blue Green Fes企画運営委員会
■
(☎０７４０−３３−７１０１)

◆おおいうみんぴあフェスタ2016

【と き】10月１日(土)〜２日(日)
【ところ】うみんぴあ大飯
(おおい町成海)
問 おおい町産業振興連絡協議会
■
(ＪＡ若狭大飯支店内)
(☎０７７０−７７−１１７１)

◆第17回熊川いっぷく時代村
【と き】10月２日(日)
【ところ】鯖街道熊川宿
(若狭町熊川)
問 熊川区・熊川いっぷく時代村実行委員会
■
(☎０７７０−６２−０１３５)
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