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さんによる講演会とガラス絵教室
も行われます。下記まで要予約。

■申児玉房子作品展開催実行委員会
〈きのもと交遊館〉（1８２－６３１１）

フリーマーケットやステージで豪華景
品が当たるビンゴや替え歌コンテスト
など、楽しい企画がいっぱいです。
【と　き】10月30日(土)・31日(日)
【ところ】長浜バイオ大学（田村町）
■問長浜バイオ大学 命洸祭実行委員会
（1０９０-３６５７-４４６３）

一般公募により集まった役者・スタ
ッフと地元商店主等がつくりあげた
町衆歌舞伎です。
【と　き】11月５日(金)18時30分開演
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【演　目】「恋女房染分手綱
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【入場料】500円
■問ゆう壱番街商店街（みのや1６２-
３７７６、かわ重1６２-１００９）

子ども歌舞伎教室の発表会です。

【と　き】11月６日(土) 11時開演
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【演　目】御所桜堀川夜討
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【入場料】無料
■問財団法人長浜曳山文化協会
（1６５－３３００）

【と　き】11月21日(日)８時～17時
【行き先】米原市曲谷「五色の滝、大持

多目的広場（伊吹ゆり園）」
【内　容】五色の滝散策、シシ鍋食談会
【持ち物】お箸、コップ、お椀、防寒

具、雨具、水筒など
【参加費】3,000円（昼食費など）

相談は無料で、秘密は厳守します。
【と　き】11月7日(日)10時～16時
【ところ】大津地方法務局（大津市）
【内　容】登記、人権、戸籍、供託、

公証相談（遺言等）
■問大津地方法務局総務課庶務係
（1０７７－５２２－４６７１）

相談は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月７日(日)12時～16時
【ところ】マキノ土に学ぶ里研修セン

ター（高島市）
【内　容】不動産や会社の登記、成年

後見制度、クレジット・
サラ金の返済、過払い金
の返還　など

■問滋賀県司法書士青年会事務局
（1０７７－５１４－３０１０）

事前に予約が必要です。
【と　き】11月10日(水)

13時30分～16時30分
【ところ】長浜市社会福祉センター

（高田町）
【内　容】確定申告など税全般
【定　員】６人（先着順）
■申市税務課（1６５－６５２４）

～ガラス絵で宮沢賢治の世界を～
入場は無料です。
【展示会場・期間】
●木之本会場　
きのもと交遊館（木之本町木之本）
10月15日(金)～10月24日(日)
●余呉会場
余呉小劇場　弥吉（余呉町坂口）
10月18日(月)～10月24日(日)
【展示時間】10時～16時
☆23日と24日には、作家の児玉房子

司法書士巡回無料法律相談

近畿税理士会税務無料相談　

「法務局なんでも相談所」の開設

長浜バイオ大学『命洸祭』

【定　員】40人(先着順)
【締　切】11月５日(金)
■申ながはまアメニティ会議事務局〈環
境保全課内〉（1６５－６５１３）

歴史と季節を小谷山で体感ください。
【と　き】11月23日(火・祝)９時～

※雨天の場合28日(日)
【集合場所】五先賢の館（北野町）
【対　象】小学生以上※小学３年生以

下は保護者同伴
【定　員】100人（先着）
【参加費】500円（小中学生250円）
【締　切】11月14日(日)
■申五先賢の館（1７４－０５６０）

参加は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月27日(土)

13時30分～15時30分
【ところ】長浜市民交流センター(地

福寺町)
【内　容】体験談交流会と皮膚・排泄

ケア認定看護師とのストー
マケア等に関する相談会

【講　師】前田　由起子氏（長浜赤十
字病院　皮膚・排泄ケア
認定看護師）

【対　象】オストメイトとその家族
■問谷口良雄〈草津市〉
（1０７７－５６２－１７７３）

姉川の合戦前夜に浅井連合軍が結束
した場所などが残る、魅力満載の大
依山を現地解説付きでお楽しみくだ
さい。
【と　き】10月30日(土)９時集合
【集合場所】浅井Ｂ＆Ｇ海洋センターテ

ニス場南駐車場（大依町）
【参加費】500円（中学生以下300円）

※但し会員は無料
【定　員】100人
【申込期限】10月25日(月)
【申込方法】①氏名（ふりがな）②年齢

③性別④住所⑤電話⑥保護
者名をFAXで下記まで

■申大依山陣の会（浅井支所地域振興
課1７４－４３５０、FAX７４－
３２１５)

オストメイトの地域懇談会

大依山歴史散策ウォーキング

お知らせ 

児玉房子ガラス絵展　

催し・行事 

第十四回長濱ゆう歌舞伎　

曳山博物館子ども歌舞伎発表会

奥伊吹 曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー

第18回 一日回峰行

どきどき自然体験、お子さんと一緒
に楽しい時間をすごしましょう。
【と　き】11月12日(金)

10時～11時30分
【ところ】出会いの森（高月町渡岸時）

※雨天の場合：あいあいら
んど子育て支援センター

【講　師】島川　武治氏
（環境レイカーズ代表）

【対象者】１歳以上の未就園児と保護者
【定　員】50組（先着順）
【参加費】無料
【申込方法】10月18日(月)から受付

窓口またはハガキで下記まで
■申あいあいらんど子育て支援センター
（〒529-0264高月町柳野中400、
1８５－５５７７）

【と　き】11月13日(土)10時～12時
【ところ】長浜赤十字病院講堂（２階）
【テーマ】「子どもの急変時の対応（実

技）心肺蘇生とＡＥＤの使
い方など」

【講　師】赤十字幼児安全法　指導員
【参加費】無料　
【対　象】乳幼児を育児中の両親およ

び家族　約20人
※託児あり。11月10日(水)までに下
記へ

■申長浜赤十字病院　地域医療連携課
担当　呉竹 (1６３－２１１１)

はじめてママ・パパになるあなたへ
プチママ体験や学び、マタニティ広
場でお友達をつくりませんか。
【と　き】11月18日(木)

10時～11時30分
【ところ】サンサンランド(地福寺町)
【対象者】市内在住・在勤の妊娠中の

お母さん、お父さん、ご
家族

【参加費】100円/人
【定　員】30人（先着順）
【申込方法】10月21日（木）から受付

窓口または電話で下記まで
■申サンサンランド（1６２－３７１２）

作る楽しさをお子さんと一緒に体験
してください。
【と　き】11月20日(土)・12月11日

(土)・１月22日(土)全３回
13時30分～15時

【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【対　象】市内在住の小学１年生～３

年生と保護者　
【内　容】万華鏡・壁掛け・飛行機作り
【会　費】300円／子ども１人

（３回分の材料費）
【定　員】子ども20人（先着順）
【申込方法】10月22日（金）９時～

窓口または電話で下記まで
■申サンサンランド(1６５－６４３３) 

『歴史的建造物を未来へ活かす技術』
史跡・下坂氏館跡内の不断光院本堂
の修理を中心に、歴史的建造物を未
来へ活かすための様々な修理技術に
ついて講演します。また講演会終了
後、希望者に不断光院本堂の見学会
も開催します。
【と　き】11月6日(土)

13時30分～15時頃
【ところ】六荘公民館（勝町）
【講　師】村田　信夫氏

（OFFICE萬瑠夢代表）
【参加費】300円　※事前申込不要
■問文化財保護センター
（1６４－０３９５）

入場は無料で、予約は不要です。
【と　き】11月７日（日）

10時～11時30分
【ところ】滋賀文教短期大学本館（田

村町）
【演　題】お市と浅井家三姉妹の生涯
【講　師】太田　浩司氏

（長浜城歴史博物館学芸員）
■問滋賀文教短期大学
（1６３－５８１５）

ＳＡＮＳＡＮクラブ（後期）会員募集

子育て講演会　　　　
親子で自然大好き遊び 人形劇サークル「ピエロ」による人

形劇・親子ふれあい遊びなどで楽し
い時間をすごしましょう。
☆浅井会場
【と　き】11月19日(金)

９時30分～11時
【ところ】浅井子どもの館（佐野町）
【対象者】市内在住の１歳～未就園の

お子さんとご家族
【定　員】30組（先着順）
【参加費】100円／子ども１人
【申込受付】11月２日(火)～
【申込方法】窓口か電話で下記まで
■申こどもらんど子育て支援センター
（1７４－４５６７）

☆長浜会場
【と　き】11月20日(土)10時～11時
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【対象者】市内在住の２歳～小学生の

お子さんとご家族
【定　員】50組（先着順）
【参加費】100円／子ども１人
【申込受付】11月４日(木)～
【申込方法】窓口か電話で下記まで
■申サンサンランド（1６２－３７１２）

お楽しみおはなし会・広場

子育て支援講習会

マタニティ広場

戦国歴史講演会

不用品交換情報（９月30日現在）

あげます（無料）
○ピアノ子ども用補助ペダル
○幼児用上下布団セット
○こたつ布団

ください（無料）
○シーカヤック○電子・電気オル
ガン○アップライトピアノ○ピア
ノ○電子ピアノ○ハンドベル○ビ
デオデッキ○自転車前乗せ子供イ
ス○自転車○窓用クーラー

ゆずります（有料）
○電動シニアカー
○サイクリング用自転車

ゆずってください（有料）
○ハンドベル○電子オルガン
○アップライトピアノ○ピアノ

■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません

長浜市文化財講演会

講座・教室 

募　集 


