
有料広告欄

【参加費】各大人1,000円　中学生以下
500円

【定　員】各30人（先着順）
【対　象】市内在住または通勤・通学

している人
【持ち物】作品を持ち帰る袋、小型ス

コップ
【申込み】11月７日（月）９時から電話

で下記まで。
問・申長浜市住みよい緑のまちづくりの

会事務局（☎６５－６５４１）
◆魚のさばき方教室
【と　き】12月３日（土） 14時～16時
【ところ】長浜公民館（高田町）
【参加費】 1,000円（材料費・保険料含む）
【対　象】長浜市または米原市在住の人
【定　員】10人（定員を超えた場合は抽

選）
【持ち物】エプロン、三角巾、出刃包丁、

刺身包丁、まな板、持ち帰
り用タッパー、ふきん、筆
記用具

【申込み】11月14日（月）17時までに電
話かメールで下記まで。（水
曜、日曜、祝日休み）

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

募　　集
◆YOU 弁 in Nagahama
スピーチ発表者募集。外国語でスピー
チしませんか。
【と　き】12月10日（土）　13時～
【ところ】多文化共生・国際文化交流ハ

ウスGEO（神照町）
【対　象】日本語でスピーチする外国籍

の人５人、外国語でスピーチ
する日本人５人

【申込み】11月30日（水）までに電話で下
記まで。

問長浜市民国際交流協会
　（☎６３－４４００）

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。
【と　き】11月11日（金）
　　　　 13時30分～16時

【ところ】浅井支所（内保町）
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】　 11月19日（土）12時～16時
　　　　 12月１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】 11月24日（木） 18時～20時

市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】 11月25日（金） 17時～19時

湯田公民館（内保町）
【びわ地域】 11月25日（金） 19時30分～21時

びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】 11月25日（金） 18時～20時

虎姫公民館（田町）
【湖北地域】 11月17日（木） 18時～20時

湖北公民館（湖北町速水）
【高月地域】 11月９日（水） 13時～15時

高月支所（高月町渡岸寺）
【木之本地域】 11月17日（木） 15時～17時

公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】 11月26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】 11月16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（10月17日現在）
◆ください（無料）
○都市ガス用コンロ○カロム○電動カート
（高齢者用）○動力ミシン○地デジ対応液晶テ
レビ（32インチ）○卓上電動ミシン（足スイッ
チ付）○ガス炊飯器（都市ガス用）○補助輪付
き子ども用自転車（12インチ）○子ども用ブ
ランコ○一般用自転車（26インチ）○高学年
用自転車（24インチ）○ベビースケール○婦
人用自転車○二層式洗濯機
◆あげます（無料）
○サイクルツイスター○ベビー布団セット（黄
色）○衣類乾燥機○ベビーカー○介護用ポータブ
ルトイレ○電動ベッド○折りたたみ自転車○電
動ミシン
※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）

11月の税・料
市県民税　　　　　　　　３期
国民健康保険料　　　　　６期
介護保険料　　　　　　　６期
後期高齢者医療保険料　　５期 

長浜米原休日急患診療所
11・12月の診療日のお知らせ
【診療日】　 11月３日、６日、13日、20日、

23日、27日
　　　 　 12月４日、11日、18日、23日、

25日、30日、31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）
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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。

お知らせ
◆相続登記はお済みですか
相続登記をせずに放置すると、手続き
がより複雑になり、時間や費用がかか
るなど思わぬ不利益を受けることがあ
ります。トラブルを防ぎ、自分の権利
を守るためにも早めの相続登記をしま
しょう。大津地方法務局・滋賀県司法
書士会の無料相談会を開催中。
問司法書士総合相談センター
　（☎０７７－５２７－５５４５）

催　　し
◆ながようまつり
ライブ（～Lefa～、ひだまりんLIN）や
和太鼓、お楽しみ企画が盛りだくさん。
カレーライスや焼きそばなど模擬店も
あります。
【と　き】11月12日（土）11時30分～15時
【ところ】長浜養護学校体育館（今町）
※申込不要、参加無料
問長浜養護学校（☎６３－９７２１）

◆ ファミリー健康体力向上事業
　『体力測定会』
今の自分の体力を知り、健康な毎日を
目指そう。
【と　き】11月12日（土）12時30分～17時
【ところ】木之本運動広場体育館（木之本町西山）
【参加費】無料
【対　象】６歳～79歳の男女
【定　員】100人（先着順）
【申込み】11月９日（水）までに名前と

連絡先を電話で下記まで。
問・申文化スポーツ課（☎６５－８７８７）

◆菅山寺・呉枯ノ峰市民登山大会
【と　き】11月13日（日）９時30分～16時

（９時受付開始）
【ところ】木之本駅集合
【持ち物】弁当、お茶、雨具、スパッ

ツ、ストック、手袋、タオル、
帽子、名札

【申込み】11月８日（火）までにハガキ
で下記まで。

問・申  長浜山歩会事務局（高田町10-1 長
浜商工会議所内）（☎６２－２５００）

◆奥びわ湖水の駅まつり
やきいも大会、千人鍋振る舞い、ステー
ジイベント、にぎわいテント村などイ
ベント盛りだくさん。まつりのフィナー
レにはもちまき抽選会をおこないます。
【と　き】11月13日（日） ９時～15時
【ところ】塩津海道あぢかまの里（西浅

井町塩津浜）
問西浅井地域振興イベント実行委員
会事務局（☎８９－０２８１）

◆ 口唇口蓋裂児と共に歩む家族
　交流会・講演会
【と　き】11月13日（日） 10時～12時
【ところ】長浜市民交流センター（地福寺町）
【内　容】講演会「口唇口蓋裂児の言

語療法」、家族交流会
【講　師】聖隷クリストファー大学
　　　　 特任教授 藤原 百合 先生
【参加費】200円
【対　象】口唇口蓋裂児とその家族
　　　　 支援関係者
【申込み】電話で下記まで。
※当日参加も可
問長浜保健所 地域保健福祉係
　（☎６５－６６１０）
◆ピース杯「ユニカール大会」
【と　き】11月20日（日）13時30分～17時
【ところ】高月体育館（高月町東柳野）
【内　容】2人制エンジョイ大会
【対　象】小学4年生以上
【参加費】300円（ピース会員100円）
【申込み】11月15日（火）までに直接また

は電話で下記まで。
問・申 高月総合型スポーツクラブピー

ス事務局（前田接骨院内）
　　（☎８５－２２９１）
◆第30回一日回峰行
紅葉を楽しみ、歴史に触れる絶景コー
ス小谷山を歩きます。帰着後お茶会と
歴史講演会を行います。雨天中止。
【と　き】11月23日（水・祝）　９時～
【ところ】五先賢の館集合（北野町）
【対　象】小学生以上（３年生以下は保

護者同伴）
【参加費】500円（小・中学生は無料）
【定　員】70人（先着順）
【申込み】氏名、電話番号を電話また

はFAXで下記まで。
問五先賢の館
　（☎７４－０５６０/ ７４－０９１０）

◆ ユネスコ無形文化遺産登録推進展示「ユ
ネスコ無形文化遺産登録の意味するもの」

長浜曳山まつりが歩んできた歴史と、
第２次世界大戦を乗り越え、見事に復
活を遂げる様子を紹介します。
【と　き】12月11日（日）まで　９時～

17時（入館は16時30分まで） 
【ところ】曳山博物館（元浜町）
【入館料】大人600円 小中学生300円
※長浜市・米原市の小中学生は無料
問曳山博物館（☎６５－３３００）

講座・教室
 ◆歴史講座「近江商人のくらし」
江戸時代に活躍した近江商人の視点か
ら県内の近代化の歩みを振り返ります。
【と　き】11月10日（木） 13時30分～15時
【ところ】浅井図書館（大依町）
【講　師】東近江市近江商人博物館学芸員

上平 千恵 氏
【受講料】500円
【定　員】50人
【申込み】電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館
　　（☎７４－０１０１）
◆空き家活用でイベント
　「昔のほどよい暮らし」体験
古き良き昔の慣習やおいしいものを見
直し、地域の人や移住希望者など色々
な人たちと交流します。
【と　き】11月20日（日） 10時～14時
【ところ】旧北村医院（鳥羽上町761）
【内　容】しめ縄づくり、地元の食材

を使ったランチ「鉢もんバ
イキング」など。

【参加費】無料（ランチ希望者 大人300
円、小人100円）

【申込み】11月16日（水）までにFAXか
メールで下記まで。

問いざない湖北定住センター
　（☎５０－１０１９/ ５０－１０１８）
　*cohok-style@leto.eonet.ne.jp

◆ お花の寄せ植えを楽しんでみませんか
【と　き】12月３日（土）
【ところ】臨湖（港町）
【内　容】「花と緑の寄せ植え教室」10時～

「ハンギングバスケット教室」
13時30分～
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