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◆ 硬式テニス冬季スクール受講生募集
【と　き】  11月２日、16日、12月７日、

14日、21日 平成29年１月10
日、２月15日、22日

　　　　 いずれも19時30分～21時
※１月10日（火）を除き全て水曜日
【ところ】  長浜バイオ大学ドーム（田村町）
【受講料】7,000円（全８回分）
【対　象】11歳以上の初級者
【定　員】24人（先着順）
【申込み】  10月20日（木）までに名前と連

絡先をメールで下記まで。
問・申長浜テニス協会
　　 nagahamatennis@yahoo.co.jp
◆フリーマーケットinこほく
　出店者募集
【と　き】11月５日（土）10時～14時
【ところ】  湖北文化ホール（湖北町速水）
【定　数】  43ブース（１人１ブースまで）
【区　画】  間口2.5m×奥行２m四方
【出店料】  600円
【申込み】  10月15日（土）までに、往復

はがきに①郵便番号②住所
③氏名④出店内容⑤連絡先
（携帯）を記入して下記まで。

※申込み多数の場合は抽選。
問・申  湖北公民館（〒529－0341　湖北町

速水2745　☎７８－１２８７）

相　　談
◆税の無料相談
税全般に関する相談を税理士が無料で
受け付けます。
【と　き】  10月18日、11月15日、12月

20日、平成29年１月17日、２
月21日

※いずれも火曜日、13時30分～16時30分
【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【申込み】電話で下記まで。
問・申税務課（☎６５－６５２４）

◆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。
【と　き】10月13日（木）
　　　　 13時30分～16時

【ところ】高月支所（高月町渡岸寺）
問湖北介護・福祉人材センター
　（☎６４－５１２５）
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女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 10月15日（土）12時～16時
　　　　 11月10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】 10月27日（木）18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】 10月28日（金）18時～20時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】 10月21日（金）19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】 10月28日（金）18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】 10月20日（木）18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】 10月12日（水）13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】 10月20日（木）15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】 10月22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】 10月19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（９月９日現在）

◆ください（無料）
○裁断機○炊飯器○電子レンジ○スーツケー
ス○米の保管庫（６俵・３俵）○婦人用自
転車○電子キーボード○ベビーカー○テープ
レコーダー○花用植木鉢○血圧計○NECの
ワープロ○全自動洗濯機○ラミネーター
◆あげます（無料）
○本棚○タンス○シングルベッド○植木鉢
○補助輪付き子ども用自転車○子ども用ブ
ランコ○エレクトーン○富士通のワープロ
○マットレス○野菜用プランター○乳母車
※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）

10月の税・料
固定資産税・都市計画税　３期
国民健康保険料　　　　　５期
介護保険料　　　　　　　５期
後期高齢者医療保険料　　４期 

長浜米原休日急患診療所
10・11月の診療日のお知らせ
【診療日】　 10月２日、９日、10日、16日、

23日、30日
11月３日、６日、13日、20日、
23日、27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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〒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

催　　し
◆大道芸フェスタin虎御前2016
今年は日韓を代表するパフォーマーが
勢揃い。入場無料。
【と　き】10月10日（月・祝）10時～16時
※雨天決行
【ところ】  虎姫生きがいセンター（宮部町）
【出演者】Performer SYO!、うつしお

み、サクノキ、MAY、ノン&
モンモン、TeamFunniest

問とらひめまつり大会委員会事務局
　（☎７３－４０６０）
◆長浜きもの大園遊会
市街地一帯を全国から集まった着物女
性1000人がそぞろ歩きます。スペシャ
ルゲストとして、NHK大河ドラマ「真
田丸」で石田三成役の山本耕史さんを
迎えます。
【と　き】  10月15日（土）10時～15時30分
【ところ】  長浜八幡宮、市街地商店街

一帯、大通寺など
【対　象】  16歳～40歳の女性（平成28年

４月１日時点）
※詳しくは下記ホームページまで。
http://kitabiwako.jp/syusse/enyu/
問長浜きもの大園遊会運営委員会事務局
（観光振興課内）（☎６５－６５２１）
◆ 滋賀県高等学校総合文化祭　　　
総合発表会

合唱、吹奏楽、日本音楽、郷土芸能、
書道や美術など、県内高校生の文化芸
術活動を一堂に紹介します。
【と　き】  10月22日（土）13時30分～15時

30分（開場12時30分）
【ところ】  滋賀県立文化産業交流会館

（米原市下多良）
【定　員】500人
※申込不要、観覧無料
問滋賀県高等学校文化連盟
　（☎０７４９－２８－２２３１）
◆RINKOハロウィンパーティー
おばけに奪われたお菓子をとりもどす
ゲームや、かぼちゃの小物入れ作りを
します。お菓子を食べてみんなでパー
ティーしよう。

【と　き】10月23日（日）10時～12時
　　　　　　　　　　 13時～15時
【ところ】臨湖（港町）
【参加費】  子ども１人800円（お菓子付き）
【対　象】  ２～12歳程度（保護者同伴可）
【申込み】電話で下記まで。
問・申臨湖（☎６５－２１２０）
◆歌はともだちコンサート
歌のお姉さんたちとふれあえるコン
サートやミュージカルです。
【と　き】11月29日（火）10時～11時
【ところ】  湖北文化ホール（湖北町速水）
【入場料】子ども（１～15歳）200円
　　　　 大人300円
※当日券はそれぞれ50円増。
※ チケットは10月３日（月）から湖北公
民館で販売。水曜・祝日休館。

問湖北公民館（☎７８－１２８７）

講座・教室
◆体験教室「竹かご作り」
地元産の竹を使って、インテリアとし
て使える四海波かごを作ります。
【と　き】  10月16日（日）13時30分～16時
【ところ】  浅井歴史民俗資料館（大依町）
【参加費】500円
【定　員】20人
【対　象】  一般、子ども（小学生以上で、

親子で参加できる人）
【申込み】電話で下記まで。
問浅井歴史民俗資料館（☎７４－０１０１）
◆ ながはま・こほく創業塾プレセミナー
実際に起業した人の生の声を聞くこと
ができる無料のセミナーです。
【と　き】  10月23日（日）13時30分～18時15分
【ところ】  北ビワコホテルグラツィエ（港町）
【内　容】  第１部：13時30分～15時50分

講演会「滋賀から世界へ!地
域の起業家が生み出す流れ」

　　　　 第２部：16時45分～18時15分
　　　　 参加者交流会
【参加費】第１部　無料
　　　　 第２部　1,000円
【申込み】電話で下記まで。

問・申  （一社）長浜ビジネスサポート協議会
　　 事務局　長浜北商工会（☎８２－５０５１）
◆ 介護福祉士国家試験対策公開講座
【と　き】
集中講座：11月30日（水）、12月１日（木）
直前講座：１月12日（木）
　　　　　いずれも10時～17時
【ところ】  特別養護老人ホームアンタ

レス（加田町）
【講　師】  いとう総研 伊東 利洋 先生
【受講料】6,000円/日
※研修資料費2,332円が別途必要
【定　員】60人（先着順）
【申込み】  11月18日（金）までに電話で

下記まで。
問青祥会法人本部（☎６８－４１１４）

募　　集
◆ 日本語教室受講生・ボランティア
講師募集

日本語を学びたい外国人とボランティ
ア講師として日本語を教える講師を募
集しています。資格は不要です。
【と　き】  毎週水・土曜日
　　　　 19時～20時30分
※どちらかの曜日だけでも可能。
【ところ】  長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスGEO（神照町）
【受講料】  ４回1,000円（チケット制）
【申込み】電話で下記まで。
問・申  長浜ユネスコ協会事務局（生涯学

習課内）（☎６５－６５５２）
◆JICAボランティア募集
技術や経験を活かし、発展途上国の
人々と共に生活しながら行う海外ボラ
ンティアです。
【応募資格】
○青年海外協力隊　20～39歳
○ シニア海外ボランティア　40～69歳
※いずれも日本国籍を有する人
【募集期間】９月30日（金）～11月４日（金）
詳しくは下記ホームページまで。
http://www.joca.or.jp/
問・申（公社）青年海外協力協会JOCA近畿支部
      （☎０６－６３７５－２２２４）
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