
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
◆バーデあざい(健康パークあざい)
　65歳以上無料ご招待
【期　間】11月２日(水)～30日(水)
　　　　　毎週火曜日定休
【対　象】市内在住の65歳以上の人
　　　　　(昭和26年11月30日以前生まれ)
※生年月日が確認できるもの(運転免許 
　証または保険証)を提示してください。
※１人１回に限ります。
■問 バーデあざい(☎７６－１１２６)

◆最低賃金が改定されました
滋賀県最低賃金は10月６日から788
円／時となりました。最低賃金は雇
用形態を問わず県内事業所の労働者
に適用されるもので、賃金の最低額
を保障し、労働条件の改善に重要な
役割を果たしています。
※特定の産業には特定(産業別)最低
　賃金が定められています。
■問 滋賀労働局賃金室
　(☎０７７－５２２－６６５４)
　彦根労働基準監督署
　(☎０７４９－２２－０６５４)

催　し
◆「わたしたちのまちの鉄道・駅」
　絵画作品展
小学生のみなさんから募集した鉄道
・駅に関する絵画の入選作品を展示
します。
【と　き】10月18日(火)～11月18日(金)
　　　　　 ９時30分～17時
　　　　　  (入館16時30分まで)
【ところ】長浜鉄道スクエア(北船町)
【入館料】大人300円、小中学生150円
■問 都市計画課(☎６５－６５６２)

◆長浜バイオ大学 
め

命
いこ

洸
うさ

祭
い

ライブやマルシェなど楽しい催しが
盛りだくさん。入場無料。
【と　き】10月22日(土)・23日(日)
　　　　　 10時30分～17時
※23日(日)は17時30分まで
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【内　容】～Lefa～(リーファ)・吉本

芸人無料ライブ、親子向け科
学実験コーナー、地元農家な
どのマルシェ、模擬店など

■問 長浜バイオ大学
  （☎６４－８１００）

◆重要文化財毘沙門天 ご開帳
今回が初となる重要文化財毘沙門天
立像のご開帳です。この機会にぜひ
ご拝観ください。
【と　き】10月22日(土)・23日(日)
　　　　　11時～15時30分
　※23日(日)は９時から　
【ところ】醍醐寺(醍醐町)
■問 醍醐寺(☎７４－１７７６)

◆奥びわ湖ポップフェスティバル
鮮やかなイルミネーションの光と
ポップなナンバー、季節はずれの大
花火が秋の奥びわ湖に華を咲かせま
す。入場無料。
【と　き】10月23日(日)　17時～20時
【ところ】西浅井公民館駐車場(西浅井町大浦)
【内　容】17時～ 軽音バンド、夜店
　　　　　18時～ イルミネーション点灯
　　　　　20時～ 打ち上げ花火
【出　演】Selie、NYAN WITH A MISSION、
　　　　　　  Revolt、Beans　ほか
■問 西浅井公民館(☎８９－１１２５)

◆「絵で伝えよう！わたしのまちの
　たからもの」絵画展
豊かな自然や人々の交流、伝承行事、
古い町並みなど、次世代に残したいも
のを描いた小・中学生の絵画展です。
〇浅井図書館　10月27日(木)～11月３日
　　　　　　  (木・祝)
〇長浜楽市　11月５日(土)～13日(日)
〇高月図書館　11月15日(火)～21日(月)
■問 長浜ユネスコ協会事務局
　 (☎６５－６５５２)

◆フリーマーケットinこほく
雑貨や古着など掘り出し物がいっぱ
い！ほしい物が見つかるかも。
【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)
■問 湖北公民館(☎７８－１２８７)

◆第25回料理展示会
「隠れた才能をとき放て」をテーマに、
45点を展示。昼食和膳(500円・限定
200食)や調理デモンストレーションも
あります。
【と　き】11月９日(水)　10時～16時
【ところ】滋賀県調理短期大学校(分木町)
■問 滋賀県調理短期大学校
　(☎６２－０７９５)

　

◆森と湖の音楽会
イタリアの作曲家レオンカヴァッロ

＆トスティの歌曲コンサート、歌劇

「道化師」を上演します。

【と　き】11月12日(土)　16時開演
　　　　　(15時30分開場)

【ところ】旧余呉小学校講堂(余呉町下余呉)
【内　容】第１部　歌曲コンサート

森屋結(ソプラノ)、河村貴明

(テノール)、掛川歩美(ピアノ)、

ノルド デル ラーゴ(合唱)ほか

　　　　　 第２部　歌劇「道化師」

　　　　　 中村貴志(指揮)、千代崎元昭

　　　　　 (カニオ)、苅田夏子(ネッダ)、

　　　　 　ほか

【入場料】全席自由2,000円(当日2,500円)
■問 交藝の郷余呉協議会事務局(北部振興局

　 地域振興課内)(☎８２－５９００)

◆ALTウェルカムパーティ
ＡＬＴ(外国語指導助手)とゲームや食

事をしながら楽しく交流しよう。

【と　き】11月18日(金)　19時～21時
【対　象】中学生以上
【定　員】10人(先着順)
【参加費】1,000円(軽食つき)
■問・■申 長浜市民国際交流協会

      (☎６３－４４００)

◆婚活イベント
 「ハートに灯をつけて」
ピザ作りをしながら、リラックスし

た雰囲気の中でお相手探しができま

す。イルミネーション点灯も。

【と　き】11月23日(水・祝)
 　　　　  13時30分～18時

【ところ】西浅井公民館(西浅井町大浦)
【対　象】24歳～49歳の独身の男女
※男性は長浜市在住の人に限る

【参加費】男性1,500円　女性1,000円
※電話でお申込みの女性は500円

【定　員】男女各15人
※定員を超えた場合は抽選。

【申込み】電話かメールで下記まで。
■問・■申 西浅井公民館(☎８９－１１２５)

　 nishiazai-koumin@zd.ztv.ne.jp
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講座・教室
◆子育て講演会
 「人と人をつなぐ絵本の活用」
笑顔に出逢う絵本の世界へ。
【と　き】10月30日(日)
　　　　　　13時～14時30分
【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)
【講　師】立命館大学教授　増田 梨花 氏
【対　象】子育て中の保護者、読み聞か
　　　　　 せに関心のある人、保育園・
　　　　　  幼稚園の先生
※参加無料、申込不要
※託児を希望の人は10月24日(月)まで
　に電話で下記まで。
■問  滋賀文教短期大学(☎６３－５８１５)

◆「鍛冶屋さんになろう！」
鍛冶屋の技術を生かして、自分だけ
のペーパーナイフ作りを楽しみます。
【と　き】11月５日(土) 10時～12時30分
【ところ】萬右鍛冶小屋(鍛冶屋町)
【講　師】鍛冶屋町自治会町おこし委員会
【参加費】500円／人
【定　員】25人
※子どもは小学生以上、親子で参加
　できる人
【持ち物】軍手
【申込み】電話で下記まで。
■■問・■申 浅井歴史民俗資料館
 　　(☎７４－０１０１)

◆在宅ワーク入門セミナー
在宅ワークを始めたい人、興味があ
る人向けの基礎講座です。基礎知識
や心構え、事例について学びます。
【と　き】11月７日(月) 10時～12時
【ところ】市役所本庁舎１階多目的ルーム
【定　員】50人(先着順)
【申込み】電話、ＦＡＸまたはメール
　　　　　で下記まで。
※託児(無料)は先着20人。10月31日
　(月)までに申込必要。
■■問・■申  ㈱キャリア・マム
　　　(委託元 滋賀県 女性活躍推進課)
(☎０１２０－９００－６５７)
(□FAX     ０４２－３８９－０２３０)
　　shiga-seminar@mail.c-mam.co.jp

◆無料体験講座　ヨガ
気持ちよく身体を動かして疲れを癒
しませんか。楽しくヨガを始めま
しょう。
【と　き】11月10日(木)
　　　　   10時30分～11時30分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【参加費】無料
【講　師】小林 陽子 氏
【定　員】50人(先着順)
【持ち物】運動のできる服装、飲物、
　　　　　ヨガマットかバスタオル

不用品交換情報(9月23日現在) 
◆ください（無料）
〇米の保管庫（６俵・３俵)〇婦人用自
転車〇電子キーボード〇ベビーカー
〇テープレコーダー〇血圧計〇ＮＥ
Ｃのワープロ〇全自動洗濯機〇ラミ
ネーター〇都市ガス用コンロ〇大人
用自転車〇カロム〇電動カート（高
齢者用 )〇ワープロ〇動力ミシン
◆あげます（無料）
〇子ども用自転車（アンパンマン）〇
子ども用ブランコ〇エレクトーン〇
マットレス〇野菜用プランター
〇乳母車〇二槽式洗濯機〇水道ビ
ニールホース（20m）
※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)

平和祈念式典
　戦没者の追悼とともに世界の恒久
平和を祈念するため、長浜市平和祈
念式典を開催します。
　どなたでも参加いただけますので、
誘い合わせてお越しください。
※申込不要、参加無料。
【と　き】11月５日(土)
　　　　　９時30分～11時
【ところ】虎姫文化ホール(宮部町)
【内　容】献花、戦跡訪問事業参加者
　　　　　 感想文、合唱、よし笛演奏
■問  市平和祈念式典実行委員会事務局
   　＜総務課内＞(☎６５－６５０３)

【申込み】電話または直接下記まで。
■■問・■申 市民交流センター
 　　(☎６５－３３６６)

◆健康教室
【と　き】11月10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】アトピー性皮膚炎のウソ？ホント？
【講　師】よねざわ皮膚科クリニック
　　　　　米澤 理雄 氏
■問  湖北医師会(☎６５－３６００)

◆子育て支援講習会
【と　き】11月12日(土)　
　　　　　10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】乳幼児の感染症について
【講　師】小児科副部長　清水 恭代 氏
【対　象】乳幼児を育児中の両親および家族
【定　員】50人程度
【申込み】11月４日(金)までに下記まで。
  ※参加無料、託児あり(要申込)。
■■問・■申 長浜赤十字病院　社会課
 　　(☎６３－２１１１)

◆甲種防火管理(新規)講習会
【と　き】11月17日(木)・18日(金) 
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【受講料】5,000円
【定　員】100人(先着順)
【申込み】受講料を添えて最寄りの消防
　　　　　  署または分署まで直接。
※申込書は各受付場所にあります(湖 
　北地域消防本部ホームページから
　ダウンロードも可)
■■問・■申 湖北地域消防本部予防課
 　　(☎６２－５１９４)

募　集
◆長浜日中友好春節祭
　ボランティア募集
中国の正月をお祝いするビッグパーティ
「春節祭」を一緒に盛り上げませんか。
【内　容】中国、日本の音楽・芸能関係での
　　　　　　　出演。中国料理作りのお手伝いなど。
〇ボランティア説明会
【と　き】11月５日(土)　10時～12時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
■■問・■申 長浜市日中友好協会　井上
    (☎０９０－９９１６－３３８９)

◆自衛官募集
■募集種目　自衛官候補生、陸上自衛隊高
　　　　　　等工科学校生徒(一般・推薦)、
　　　　　　防衛大学校学生(一般・後期)
※種目により応募資格、受付期間や試験
　日が異なりますので、詳しくは下記まで。
■問  自衛隊滋賀地方協力本部彦根事務所
   　(☎０７４９－２６－０５８７)

相　談
◆許認可手続き無料相談会
相続手続き、遺言書作成、建設業許
可、会社設立などの許認可の申請手
続き等全般を行います。
【と　き】10月15日(土)　13時～16時
【ところ】長浜サンパレス (八幡中山町)
※申込不要
■問  県行政書士会事務局
   　(☎０７７－５２５－０３６０)

◆司法書士巡回無料法律相談会
【と　き】11月６日(日)　13時～16時
【ところ】余呉文化ホール(余呉町中之郷)
【内　容】遺言の仕方、相続・売買・
　　　　　 贈与登記等の手続き、空家・
　　　　　  近隣問題、成年後見制度など
※相談無料、予約不要、秘密厳守
■問  滋賀県司法書士青年会
   　(☎０７４９－５３－２８１２)


