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広報ながはま　2017年１月 22

不用品交換情報（12月９日現在）
◆ください（無料）
○石油ファンヒーター○スキーキャリア○
地デジ対応液晶テレビ（42型以上）○メタル
ラック○釣り竿○除湿機○保温ジャー○ラジ
カセ○大正琴○電気炊飯器○天体望遠鏡
◆あげます（無料）
○ホットカーペット○エレクトーン○軽自
動車用スタッドレスタイヤ○学習机（イス
付き）○ポータブルトイレ○こたつ
※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）

１月の税・料
市県民税 ４期
国民健康保険料 ８期
介護保険料 ８期
後期高齢者医療保険料 ７期

長浜米原休日急患診療所
１・２月の診療日のお知らせ

【診療日】　 １月１日、２日、３日、８日
９日、15日、22日、29日
２月５日、11日、12日、19日、
26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）

【長浜地域】１月26日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】１月27日（金） 17時～19時
湯田公民館（内保町）

【びわ地域】１月27日（金） 19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】１月27日（金） 18時～20時
虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】１月19日（木） 18時～20時
湖北公民館（湖北町速水）

【高月地域】１月11日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 １月19日（木） 15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】１月28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】 １月18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。

結婚相談

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　１月21日（土）12時～16時
　　　　 ２月２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）

第66回  長浜盆梅展
期　間　１月７日（土）～３月12日（日）
　　　　※期間中無休
時　間　９時～17時
　　　　（入館は16時30分まで）
会　場　慶雲館（港町）
観覧料　大人500円　小中学生200円

▲第４回　長浜市長賞

第５回 長浜盆梅展
フォトコンテスト開催

　長浜盆梅展の風景や盆梅の魅力を
撮影した写真のコンテストを実施し
ます。金賞には賞金５万円。ぜひ盆
梅の魅力を写真におさめてください。
詳細は下記まで。
応募期間　１月７日（土）～３月21日（火）
問長浜観光協会（☎６５－６５２１）
　 http://kitabiwako.jp/bonbai/

　広報ながはまの表紙写真をはじめ、
長浜の魅力・四季を感じる写真の
数々を展示します。長浜の魅力を再
発見してみませんか。
期　間　 １月14日（土）～２月12日（日）

の土・日曜日
※１月28日（土）は除く。
時　間　10時～16時
ところ　 すくらむ（住暮楽）
　　　　（木之本町木之本1312－２）
観覧料　無料
問市民広報課（☎６５－６５０４）

▲すくらむ
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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。

長浜市民      　ウィーク

期間中

1回限り
利用可

ヤンマーミュージアム
2017年 1月5日（木）～9日（月・祝）

長浜市三和町 6-50 / TEL：0749-62-8887

「広報ながはま 1月1日号」を
受付にご提示ください。

期間

無料入館
方法

   無料

※コピーは不可です。
※人数に制限はありません。

●期間中 1 回限りご利用いただけます。

遊びにきてね♪

●無料入館時に、年間パスポート会員に入会すると素敵なプレゼント特典があります！

お知らせ
◆長浜市消防出初式
【と　き】 １月８日（日）
　　　　 受　付　８時20分
　　　　 出初式　９時
　　　　 表彰式　10時
【ところ】 出初式　浅井支所（内保町）
　　     表彰式　浅井文化ホール（内保町）
問滋賀県消防協会長浜支部事務局

　〈湖北地域消防本部長浜消防署内〉
　（☎６２－９１９４）

◆特定（産業別）最低賃金改定
特定の産業に雇用される労働者に適用
される特定（産業別）最低賃金が改定さ
れました。（発効日：12月30日）
※詳しくは下記まで。
問彦根労働基準監督署

　（☎０７４９－２２－０６５４）
　http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

催　　し
◆お正月こどもイベント
お正月おもちゃであそぼう。

【と　き】１月９日（月・祝） 12時～16時
【ところ】臨湖（港町）
【参加費】200円（１歳以下無料）
【内　容】  わなげ、コマ回し、福笑い、

ぬりえ、けん玉、巨大かるた
大会、宝探しゲームなど

問臨湖（☎６５－２１２０）

◆地の酒フェスタ+謎解きラリー
学生たちによる県内６蔵の新酒お披露
目と、大人も子どもも楽しめる「謎解
きラリー」を同時に開催。

【と　き】１月14日（土）・15日（日）
　　　　 各11時～16時

【ところ】曳山博物館周辺（元浜町）
【飲食券】10枚綴り1,000円 ５枚綴り500円
【参加費】謎解きラリー１組500円

問長浜バイオ大学支援センター

　（☎６４－８１３２）※当日は受付不可。

◆滋賀県警年頭視閲式
警察官・パトカー等による勇壮なパ
レードのほか、体験型イベントを開催
します。
【と　き】１月21日（土） 10時30分～12時
【ところ】なぎさ公園おまつり広場
　　　　 （大津市浜町）
【内　容】  部隊行進（白バイ・パトカー

等）、ふれあい広場（パトカー
乗車、制服試着、装備品展示
など）

問滋賀県警察本部警務課

　（☎０７７－５２２－１２３１）

◆新春謡初式
「神歌」で新年の幕開けを厳かに祝いま
す。仕舞や謡のほか、能に関する新春
企画講座を実施します。
【と　き】１月21日（土）　14時～
【ところ】今重屋敷能舞館（元浜町）
【出　演】観世流　古橋 正邦氏　ほか
【入館料】500円
問今重屋敷能舞館（☎５０－１２７２）

講座・教室
◆味噌作り体験
自宅用の味噌を作ります。塩や水分、
大豆、糀の量を調節して、お好みの味
噌が作れます。
【期　間】２月末まで（日時は希望によ

り調整します）
【ところ】赤谷荘（小谷丁野町）
【受講料】１升分700円
【持ち物】米、大豆、塩、赤唐辛子、味

噌を入れる容器
※準備物の分量など詳しくは下記まで。
【申込み】電話で下記まで。
問・申赤谷の里　岸田
　　（☎０８０－５３６２－０２８４）

◆いけばな体験教室
日本文化の体験を通して国際交流を深
めましょう。

【と　き】１月14日（土）　13時30分～
【ところ】多文化共生・国際文化交流ハ

ウスGEO（神照町）
【内　容】いけばな体験、ぜんざいの賞味
【受講料】2,000円
【定　員】10人
【持ち物】花器、けんざん、生け花用は

さみ

【申込み】１月６日（金）までに電話で下
記まで。

問・申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に応じま
す。気軽にお立ち寄りください。

【と　き】１月13日（金）
　　　　 13時30分～16時

【ところ】虎姫支所（宮部町）
問湖北介護・福祉人材センター
　（☎６４－５１２５）

◆税の無料相談
所得税・相続税など税全般に関する相
談を近畿税理士会長浜支部所属の税理
士が無料で受け付けます。

【と　き】１月17日（火）、２月21日（火）
　　　　 13時30分～16時30分
【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【定　員】各６人（先着順）
【申込み】事前予約を受け付けます。電

話で下記まで。
問・申税務課（☎６５－６５２４）

◆雇用環境・均等室へ相談ください
パワハラや解雇の相談、マタハラ、セ
クハラ等の雇用均等関係法令の相談は
全て下記で受け付けます。
問滋賀労働局雇用環境・均等室
　○パワハラや解雇の相談
　　（☎０７７－５２２－６６４８）
　○雇用均等関係法令に関する相談
　　（☎０７７－５２３－１１９０）

広報ながはま　2017年１月23


