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きのもとのれんまつり
９月25日(日)、旅籠や商家など、宿場町の街並みが残

る北国街道木之本宿で、歴史や文化にスポットを当てた
「のれんまつり」が行われました。木之本地蔵院前に設け
られた大きなのれんをくぐった会場で
は、長浜歴ドラ隊の寸劇や甲冑劇のほか、
地元のよさこいグループやダンススクー
ルの踊りが披露されました。
また、前日の24日には、前夜祭とし

て千燈会が行われ、たくさんのろうそく
が木之本地蔵院境内を照らしました。
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電気自動車（リーフ）を導入しました
市では、ガソリンをまったく使わずに、電気だけで走り、走行中に二酸化炭素を

排出しない電気自動車を１台、９月末に導入しました。地球環境にやさしい自動車
を公用車として活用することで、地球温暖化対策の普及啓発に努めていきます。
●電気自動車の特徴
①地球環境にやさしい
二酸化炭素を全く排出しないため、地球環境にやさしい車です。
②経済的にお得
電気代はガソリン代（燃料費）の1/3～1/9！
③振動、騒音が少なく静か
ガソリン自動車と異なり、燃焼・爆発させないため、走行中とても静かです。

市民の皆さんからいただいたたくさんの情報と、市内の小学校での
取組みにより集まった情報を基に、全市版１枚と旧市町域版９枚の計
10枚の「ホタルマップ」が完成しました！
ご協力くださった皆さん、ありがとうございました。
マップはホームページと湖北野鳥センターに展示していますので、

ぜひご覧ください。
今回のマップ作りから、市内全域でホタルが見られることがわかりました。また来年もたくさんのホタル

が見られるよう、ホタルが住める環境を大切にしましょう。

就職活動応援します！　学生就職面接会　湖北就活ナビ
来年春に大学等を卒業予定の学生や、卒業後３年以内の既卒の人を対象に就職面接会を開催しま

す。面接会の前には、面接の受け方や適職の考え方などに関するセミナーを開催しますので、就職
活動の一環としてぜひご参加ください。

と　き：11月8日(火) 就職活動セミナー：13時～14時
就職面接会：14時～16時30分（受付開始12時30分）

ところ：長浜バイオ大学（田村町1266）
対象者：平成24年３月に大学（院）、短期大学、高等専門学校等を卒業予定の学生および卒業後３

年以内の既卒者
参加事業所：湖北地域（長浜・米原市内）の事業所約45社

※決定次第、市ホームページでお知らせします。

『湖北地域　福祉の職場説明会』を開催します
福祉の仕事をめざす皆さんを応援するため、「湖北地域福祉の職場説明会」を実施します。
「福祉」や「保育」の職場に関心がある人や就職を希望されている人は気軽にお越しください。

【と　き】10月24日(月)13時～16時
【ところ】長浜市民交流センター（地福寺町）
【対　象】「福祉」や「介護」、「看護」、「保育」の職場に関心がある人や就職を希望している人
【参加費】無料　※事前申込不要、履歴書不要
【内　容】職場説明会…施設や事業所が個別に仕事内容を説明し、相談や質問にお答えします。

資格取得相談…福祉の資格に関する様々な相談に応じます。
その他…ボランティア団体等の活動紹介や展示コーナーなど

長浜・米原の介護保険サービス事業所、しょうがい者自立支援サービス事業所、
保育所を開設している事業所が参加します。

１市６町合併をふまえた、市の新たなまちづくりの基本指針となる「長
浜市基本構想」について、去る９月議会の議決を経て策定しました。内容
については、次号（11月1日号）で詳しくお知らせします。
※変更版は市ホームページでご覧いただけます。

長浜市基本構想
（合併変更版）を
策定しました。

■問環境保全課
（7６５－６５１３）

■問商工振興課(7６５－８７６６)

■問企画広報課
（7６５－６５０５）

■問環境保全課（7６５－６５１３）、湖北野鳥センター（7７９－１２８９）

携帯はこちらから→

履
歴
書
不
要

事
前
申
込
不
要

入
退
場
自
由

■問高齢福祉介護課
（7６５－７７８９）

北部振興局　地域活性化室

7８２－５９１０
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長浜市観光ボランティアガイド養成講座「長浜文化塾」受講生募集！
【対　象】長浜市内のガイド団体（下記のいずれか）

へ入会を希望する人
●NPO法人長浜観光ボランタリーガイド協会
●とらひめ観光ボランティアガイド協会
●湖北町観光ボランタリーガイド協会
●高月町の良さを学ぶ会
●奥びわ湖観光連盟ボランティアガイド協会
●余呉町はごろもボランティアガイド

【募集人数】20人程度（先着順）
【申込方法】11月５日（土）までに電話で下記まで

【と　き】11月６日（日）14時～16時
【ところ】長浜市立西中学校　体育館
【内　容】●開会セレモニー

●防犯功労者・防犯功労団体表彰
●大会宣言
●記念講演「子どもが巻き込まれやすい犯罪のうそと本当

～攻める防犯という考え方～」
講師：出口保行　氏

ツキノワグマがよく出没する季節になりました。次のことに気をつけましょう。
●エサとなるドングリ、カキ、クリ等が実っている林には極力入らない。
●山歩きなどをするときはラジオ、鈴、笛などで人の接近を知らせましょう。ツキノワグマ
は元来臆病で人を避けます。

●ツキノワグマは、山にエサがない場合、夜間に人里近くで行動します。夕方から夜間、早
朝の外出は控えましょう。

●人家近くでツキノワグマを目撃された場合は、最寄りの警察署または市役所に直ちに、
「目撃場所」「目撃時間」「大きさ」「移動方向」「何をしていたか」等を連絡してください。

抱 き し め て Ｂ Ｉ Ｗ Ａ Ｋ Ｏ
びわ湖一周235㎞を25万人で手をつなぎ、命の源の水を生み出す母なる「びわ湖」を抱きしめてその恵みに感

謝しよう！
【と　き】11月６日（日）10時～15時（手をつなぐのは12時）
【ところ】びわ湖畔（25か所でイベント開催）
【参加費】ワンコイン（大人：500円／中学生以下：自由）※当日現地にてお支払ください
【申込方法】ホームページ（http://dakibiwa.com）より（実施当日まで受付けます）

■問NPO法人長浜観光ボランタリーガイド協会
（7６５－０３７０）

■問長浜市曳山博物館（7６５－３３００）

■問市民自治振興課（7６５－８７２２）

■問子育て支援課（7６５－６５１４）

■問抱きしめてＢＩＷＡＫＯ実行委員会（7０７７－５９８－５１４７）

■問農政課
（7６５－６５２２）

東京未来大学教授
『 お も い っ き り
DON』ほか多く
のTV番組に出演!!

開催日時
11月22日

13時30分～15時30分
12月6日

9時30分～12時
12月20日

13時30分～15時30分
1月11日

9時30分～12時
1月24日

9時30分～12時
2月8日

13時30分～16時
2月21日

13時30分～15時30分
3月6日

13時30分～15時30分

1

2

3

4

5

6

7

8

演　　　題
NPO法人長浜観光VG協会の活動
黒壁まちづくりの現状と今後

湖北の文化遺産とその特徴

曳山まつりから長浜を観る

琵琶湖の自然と人々の暮らし

現地研修

湖北の水鳥とビオトープの取組み

湖北の仏教文化と暮らし

お客様への接し方ついて
長浜市の観光行政と取組みについて

会　　場

曳山博物館

長浜城歴史博物館

曳山博物館

曳山博物館

竹生島

湖北野鳥センター

長浜城歴史博物館

曳山博物館

江・浅井三姉妹博覧会にあわせて開催中の特別展「歌舞伎からみるお江の時
代」のテーマ展です。出雲の阿国の姿を生き生きと描いた「阿国歌舞伎草紙」
（重要美術品）をはじめ、四条河原の色々な見せ物のようすを描いた「四条河
原風俗図巻」などを展示し、長浜曳山祭子ども歌舞伎のルーツを紹介します。
【会　期】10月１日（土）～31日（日）
【ところ】長浜市曳山博物館（元浜町）
【開館時間】９時～17時（入館16時30分）

犯罪ゆるさん!!
防犯街頭キャンペーン

（13時～13時40分）
★出発式（曳山博物館前広場）
★啓発活動（商店街等）

～安全で安心なまち★長浜★をめざして～ 地域安全長浜市民大会

支給対象となるお子さんは、これまでの子ども手当と同様、０歳から中学校卒業前までのお子さんです。
【主な変更点】
○手当額　　

中学校卒業前までの子ども　　　　　　３歳未満、３歳～小学生（第３子以降）：１万５千円
１万３千円　　　　　　　　　　　　　３歳～小学生（第１子、第２子）、中学生：1万円

○新たな支給要件等
・子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く）。
・児童養護施設に入所している子ども等についても、施設設置者等に支給する。
・未成年後見人や父母指定者（父母等国外にいる場合のみ）に対しても、父母と同様の要件で手当を支給する。
・離婚協議中で別居の場合、子どもと同居している者に支給する。

平成23年10月分以降の子ども手当の受給については、これまで子ども手当を受給していた人も含め、対
象のお子さんをもつすべての人から、新たに認定請求等の手続きが必要になりますので、子育て支援課ま
たは各支所福祉生活課で、手続きをお願いします（公務員の人は、勤務先へ申請してください）。
子ども手当を受給されていた人等へは、10月下旬頃までに手続き方法の案内を郵送する予定です。

バーデあざい（健康パークあざい）温浴施設（お風呂）
【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（生年月日が昭和21年12月31日以前の人）
※「バーデあざい」の受付にて生年月日が確認できるもの（免許証または保険証）をご提示ください。
※無料招待は１人につき１回に限ります。

「心と体の健康」をテーマに、趣向を凝らした催しがいっぱい！ぜひ家族そろって遊びにきてください。
【と　き】11月６日（日）10時～16時
【ところ】長浜バイオ大学（田村町）
【内　容】◇子どものサイエンス：「教授と楽しく語ろう！」、

「飛び出して見える脳の３Ｄ画像」など
◇０次カフェ：「子どものからだについて」、「ぜんそくについて」

「女性のメンタルヘルス」などの座談会
◇講演会：「これだけは知っておこう！放射線と放射能」
◇体のひろば：血管年齢測定、ＡＥＤ救助体験、歯科検査、骨密度測定、睡眠・いびき相談、糖

尿病相談（血糖値測定）、がん相談・ピンクリボン運動など
◇飲食ひろば：焼きそば、炊き込みご飯、おにぎり、余呉そば、フランクフルトなど
◇ちびっこひろば：科学実験教室、消防はしご車体験、ふわふわ怪獣、

かざぐるま作成など

自死遺族のつどい　「凪の会おうみ」のご案内
「凪の会おうみ」は大切な家族を自死で亡くした自死遺族の集まりです。
同じような悲しみや苦しみを体験した者同士が集まり、自らの体験を語り、聞くことで、少しずつ自分の心を

整理していく大切な場です。
家族にも親しい友人にも話せない悲しみ寂しさ、怒りなど、抱えているお気持ちを安心してお話ください。

【と　き】11月12日（土）14時～16時（受付13時30分～）
【ところ】臨湖（長浜勤労福祉センター）（港町）
【参加費】300円（茶菓代）

E

65歳以上
無料招待

■問バーデあざい（7７６－１１２６）

■問ＮＰＯ法人健康づくり０次クラブ事務局（7５０－３１９１）

■問滋賀県立精神保健福祉センター
（7０７７－５６７－５０１０）
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■問・■申（財）長浜文化スポーツ振興事業団（長浜市民体育館内）（7６３－９８０６）

■問・■申生涯学習文化スポーツ課（本館２階）
（7６５－８７８７、FAX６５－６５７１）

■問長浜文化芸術会館
(7６３－７４００)

■問・■申浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター
（7７４－３３５５）

※費用の標記がない行事は無料

11月(12月)開催事業―第41回滋賀県芸術文化祭参加事業― 

浅井文化祭
11月2日(水)～6日(日)
9:00～17:00、浅井文化ホール、文化団
体などによる芸能発表会や作品展示。

第37回　高月文化の集い
11月3日(木)～11月6日（日）
8:30～17:00、高月公民館、各文化教
室、一般市民らによる作品展示など

第15回長濱ゆう歌舞伎
11月4日(金)18:30～21:00、11月5日
(土)14:00～16:00、長浜市曳山博物館、
入場料：500円 一般市民参加の歌舞伎
公演。

神田文化祭
11月5日(土)14:00～17:00、6日（日）
9:00～16:00、神田公民館他、生花展
や書道、絵画、写真などの作品展示。

フェスタKINOMOTO’11
木之本ふるさとづくり文化祭
11月5日(土) 9:00～15:30、6日（日）
9:00～16:30、木之本スティックホー
ル、各種団体やグループの作品展示や
発表。

西浅井文化祭
11月5日(土)13:00～17:00、6日
(日)9:00～16:30、西浅井公民館他、
文化作品の展示、芸能発表会など。

染花展
11月5日(土)～11月6日(日)10:00～
17:00、長浜文化芸術会館、FLOWER
スタジオ・ノンの生徒による染花の展
示会。

虎姫ふれあい文化祭
展示：11月5日(土)8:30～17:00、6日
(日)8:30～15:00、発表：11月6日
(日)10:00～14:30、虎姫文化ホール、
各サークル、児童生徒の作品展示、大
正琴、合唱などの発表。

2011写真・押し花作品展
11月10日(木)～13日(日)
11:00～17:00、長浜公民館、写真、押
し花作品の展示。11/13セミナー開催。

ＭＯＡ美術館湖北児童作品展
11月11日(金)～13日(日)
9:00～17:00※最終日は15時まで、び
わ文化学習センター、小学生の絵画作
品を展示します。

余呉藝術文化祭2011はご
ろもアートフェスティバル
11月12日(土)～13日(日)9 :30～
17:00、余呉文化ホール、美術、俳句
などの展示、合唱、大正琴などの発表。

第18回悦代会　舞踊と民踊
発表会（チャリティー公演）
11月13日(日)12:00～16:30、長浜文
化芸術会館、入場料：1,000円 日舞や
民踊、新舞踊の発表会。

第９回おはなしフェスティバル
11月19日(土) 13:30～15:30、びわ文
化学習センター、童話などを大スクリ
ーンに投影したり、大型絵本を作成し
てのお話。

平成23年度岳心流
びわこ岳心会秋季発表会
11月19日(土)10:00～16：00、長浜
市民交流センター、尺八の伴奏での吟
詠発表会。

第53回長浜文学祭
11月20日(日)13:00～16:00、長浜市民
交流センター、応募料：1,000円、公募
による文芸作品の発表と表彰など。

第２回伊香美術展覧会
11月20日(日)～11月23日(水)9:00～
17:00※最終日は12:00まで、余呉小
学校体育館、応募料：1,000円、平
面・書・立体などの展覧会。

西黒田文芸同好会句歌の会発表会
11月25日(金)8:30～16:00、西黒田公
民館、俳句、冠句、情歌の各２巻の朗
読発表をします

みんなでconcerto 長浜音楽
祭2011
11月26日(土)～11月27日(日)
13:00～16:30、長浜文化芸術会館、

入場料：300円（中学生以下は無料）、
器楽と声楽の発表会。

フォークソングの集い
11月27日(日)13:30～15:30、長浜公
民館、参加費：800円 生伴奏でフォー
クソングを歌いましょう。

人形浄瑠璃冨田人形定期公演秋公演
11月27日(日)13:30～15:30、びわ文
化学習センター、入場料：1,000円、
旧びわ地区の冨田に伝わる人形浄瑠璃
「冨田人形」の公演。

第２回長浜市舞台芸術交流祭
12月3日(土)14:00～17:00、浅井文化
ホール、邦楽や詩吟、コーラスなどの
発表会。

浅井みんなの音楽祭
12月4日(日)13:00～16:00、浅井文化
ホール、各音楽サークル〈器楽・声楽〉
による成果発表会

合唱団「輝らりキッズ」第
22回定期演奏会
12月11日(日)14:00～16:00、長浜文
化芸術会館、入場料：500円※中学生
以下200円、愛唱歌、ベートーヴェン、
歌の四季めぐりをテーマに歌います。

第４日曜写生会会員作品展
12月15日(木)～12月18日（日）9:00
～17:00※最終日は16:00まで、長浜
文化芸術会館、水彩、油絵、日本画な
どの作品展示。

人形劇「火よう日ごちそうは
ひきがえる」
12月17日(土)14:00～15:15、余呉文
化ホール、入場料：親子ペア2,000円、
大人1,500円、子ども1,000円、チェ
ロの生演奏での人形劇。

長浜バイオ大学吹奏楽部
第８回定期演奏会
12月18日(日)13:00～16:00、長浜文
化芸術会館、クラシックからポップま
で、誰もが楽しめるような演奏会。

ビーチボールで、楽しくいい汗をかきましょう！皆さんの参
加をお待ちしています。
【と　き】11月13日（日）８時30分受付　９時～12時30分
【ところ】長浜市民体育館（宮司町）
【区　分】①小学生の部（８チーム）②一般の部（男女混合・12
チーム）③一般女子の部（12チーム）④交流の部（12チーム）
※④は勝敗にこだわらず楽しむことを主とする部門です。
【参加費】１チーム1,500円（保険料含む）※当日徴収
【申込方法】10月３日（月）受付開始（各部門先着順）
各公民館等に設置の参加申込書に記入のうえ、FAXまたは直接下記まで

大人気「オペラシアターこんにゃく座」
による本格オペラ公演！
【と　き】12月23日（金・祝）
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【入場料】大人2,500円　子ども1,500円

（全席自由）
【プレイガイド】
長浜文化芸術会館
リュートプラザ
浅井文化ホール
KEIBUN、木之本支所地域振興課
※10月1日（土）前売り開始

オペラ「森は生きている」第13回長浜市長杯親善ビーチボール大会

■問長浜文化芸術会館（7６３－７４００）

楽しい音楽にあわせて、元気いっぱい体を動かしてみませんか？
【と　き】第１クラス：11月12日～12月10日　第２クラス：平成24年１月14日～２月11日

毎週土曜日（全５回）10時～11時
【ところ】浅井B&G海洋センター（体育館）
【対　象】市内在住の５～６歳の未就学児
【内　容】音楽体操、リズムあそび、鉄棒、跳び箱、マットなど
【定　員】各クラス20人（先着順）
【参加費】3,000円（全５回）※第１、第２クラスの両方に申込むことはできません。

※10月22日（土）より受付を開始します。

幼児フロアリズム運動教室　参加者募集！

第４回Ｂ＆Ｇカップ　グラウンド・ゴルフ大会
【と　き】11月８日（火）※雨天時９日（水）に延期　

８時45分受付　９時15分開会式～11時30分
【ところ】浅井ふれあいグラウンド（大依町）
【対　象】一般男女
【定　員】100人（先着順）
【参加費】１人1,000円
※10月15日（土）より受付を開始します。

【申込方法】参加費を添えて下記まで直接申
込みください。（電話での予約は
できません。）

※定員に満たないときは、開催しない場合
もあります。
※受講料は原則としてお返しできません

【と　き】11月９日（水）19時～20時
【ところ】市民体育館トレーニング室（宮司町）
【対　象】一般男性
【参加費】１人100円（施設使用料）
【内　容】トレーニングマシンの利用方法やトレ

ーニングプログラム作りの指導
※申込不要。当日、市民体育館にお越しください。

【と　き】11月30日（水）19時～20時
【ところ】市民体育館トレーニング室（宮司町）
【対　象】一般女性
【参加費】１人100円（施設使用料）
【内　容】トレーニングマシンの利用方法やトレ

ーニングプログラム作りの指導
※申込不要。当日、市民体育館にお越しください。

【と　き】11月17日（木）９時～12時30分　
※雨天時は22日（火）に延期

【ところ】神照運動公園（神照町）
【参加費】１人1,000円
【対　象】一般男女
【定　員】150人（先着順）
【表彰等】優勝、準優勝、３位

４位、５位、トビ賞等
【申込み】電話で下記まで

あらゆるスポーツの基礎である「走る」ことを楽
しく学び、速く走るための腕の振り、足の上げ方
等、体の使い方＝「走るコツ」をわかりやすく指
導します。
【と　き】11月23日（水）９時～11時　
※雨天時は長浜サンドーム（宮司町）にて開催
【ところ】神照運動公園（神照町）
【参加費】１人300円（保険代込み）
【対　象】年中～小学校低学年
【申込み】電話で下記まで

わんぱくかけっこ教室

男性の 
ための 

女性の 
ための 

第３回文スポ 
 理事長杯 

楽しく 
走ろう♪ 
 

男性の 
ための 

男性の 
ための 

女性の 
ための 

第３回文スポ 
 理事長杯 

楽しく 
走ろう♪ 
 

女性の 
ための 

男性の 
ための 

女性の 
ための 

第３回文スポ 
 理事長杯 

楽しく 
走ろう♪ 
 

第３回文スポ 
 理事長杯 

男性の 
ための 

女性の 
ための 

第３回文スポ 
 理事長杯 

楽しく 
走ろう♪ 
 

楽しく 
走ろう♪ 
 

サーキットトレーニング講座 ボディトレーニング講座

グラウンド・ゴルフ大会
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ほけんだより
健康推進課(長浜市保健センター)
7６５－７７７９

■■長

保健センター高月分室（高月支所西側）
7８５－６４２０

■■高

保健センター浅井分室
（浅井支所内：内保町）■■浅 保健センターびわ分室

（リュートプラザ北側：難波町）■■び

集団予防接種 受付時間13時10分～14時15分

【持ち物】母子健康手帳、体温計、予診票(すこやか手帳内にあります)

※予防接種・健診会場の各センターを記号で表示し
ています。

《BCG（結核）》

生後３か月から６か月未満のお子さん

※接種期間が短いので、早めに受けましょう。

接種年齢と方法 対象地区 接種日 会場

■長

■高

長浜地区

浅井・虎姫・湖北・びわ・高月・
木之本・余呉・西浅井地区

10月24日(月)

11月02日(水)

※混雑を避けるため、対象者を地区ごとに分けています。
できるだけお住まいの地区の日程で受けてください。

個別予防接種 各医療機関で実施します。

【定期の予防接種】麻しん･風しん､三種混合､二種混合､日本脳炎　
【任意の予防接種】子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン
【持ち物】母子健康手帳、保険証　
※予約が必要です。直接医療機関にご予約ください。料金無料（年齢が対象外の人は実費)

ほけんだよりに関する問合せは、健康推進課(7６５－７７７９)へ

４ か 月 児 健 診

1 0 か 月 児 健 診

１歳８か月児健診

２歳８か月児健診

３歳８か月児健診

問合せ・連絡先 健康推進課
7６５－７７７９

保健センター高月分室
7８５－６４２０

H23年06月生
H23年07月生
H22年12月生
H23年01月生
H22年03月01～15日生
H22年03月016～31日生
H21年03月01～15日生
H21年03月16～31日生
H20年03月01～15日生
H20年03月16～31日生

10月28日(金)
11月29日(火)
10月25日(火)
11月22日(火)
11月16日(水)
11月17日(木)
11月09日(水)
11月10日(木)
11月01日(火)
11月02日(水)

10月26日(水)
11月30日(水)
10月21日(金)
11月25日(金)

11月18日(金)

11月
0
7日(月)

11月11日(金)

10月20日(木)
11月17日(木)
10月19日(水)
11月15日(火)

11月21日(月)

11月14日(月)

11月
0
8日(火)

健診名
対象児の生年月日

※すでに受診されたお子さん
は除きます

健診日と会場（対象地区別）
長浜地区（北郷里小学
校区以外）のお子さん

浅井・虎姫・びわ・長浜地区
（北郷里小学校区）のお子さん

湖北・高月・木之本・余
呉・西浅井地区のお子さん

健診日 健診日 健診日会場 会場 会場

■長 ■浅 ■高

乳幼児健診 受付時間13時10分～14時15分

離乳食教室の参加者募集 お子さんの月齢にあわせた離乳食の調理実習をします。

妊娠中・育児についての相談は・・・
保健センターでの来所相談　※相談日の２日前までに申込みください。

長浜地区(北郷里小学校区以外)
にお住まいの人
浅井、虎姫、びわ地区、長浜地区
（北郷里小学校区）にお住まいの人
湖北、高月、木之本、余呉、西
浅井地区にお住まいの人

11月15日(火)

11月24日(木)

11月07日(月)

健康推進課
7６５－７７７９

保健センター高月分室
7８５－６４２０

対　　　象 相談日 会場 申込先

■長

■浅

■高

離乳食教室
（初期）

離乳食教室
（中期）

対象と定員 日　時 会場 申込先

H23年6月生まれのお子さんと保護者
（地区の指定はありません）
定員／20組（先着順）

H23年4月生まれのお子さんと保護者
（地区の指定はありません）
定員／20組（先着順）

11月10日(木)
9時30分～11時30分
11月11日(金)

9時30分～11時30分
11月22日(火)

9時30分～11時30分
11月25日(金)

9時30分～11時30分

■高

■び

■高

■び

健康推進課
7６５－７７７９

※初期・中期コースはそれぞれ申込みが必要です。開催日の10日前までに申込みください。

すくすく赤ちゃん電話

平日 8:30～17:15

7６５－０８００
（健康推進課内）

7８５－６４２０
（保健センター高月分室内）

【持ち物】各 健 診 共 通：母子健康手帳、質問票
１歳８か月児健診：お子さんの歯ブラシとコップ
２歳８か月児健診：お子さんの歯ブラシとコップ、聴覚検査結果表
３歳８か月児健診：お子さんの歯ブラシとコップ、お子さんの尿（清潔な容器に

入れてお持ちください）
※乳幼児健診はお住まいの地区別に会場を指定して実施していますが、別の会場で受診される
場合は、２日前までに下表の問合せ先に連絡してください。

《ポリオ（急性灰白髄炎）》

生後3か月から90か月(７歳６か月)未満のお子さん

41日以上間隔をあけて２回服用する

※できるだけ1歳半までに済ませるようにしましょう

接種年齢と方法 対象 接種日 会場

■高

■浅

■長

対象地区で受けられなか
ったお子さん

10月18日(火)

10月19日(水)

10月20日(木)

※対象者や実施医療機関など詳しくは、『健康づくり日程表』・
市ホームページをご覧ください。

男性の２人に１人、女性の３人に１人が「がん」にかかる時代… 

「今年も大丈夫やろう」と
思っていました。
60歳になり、検診を続けて５

年目に大腸と直
腸にポリープが
見つかり、直腸
はがんでしたが、
早期だったので
命拾いしました。

軽い気持ちで受けた検診で
子宮頸がんが見つかった！

幸い、がんは初期。
子宮を摘出せず、頸
部だけを切り取る手
術で済みました。子
どもも小さいので、
初期で見つかって本
当に良かった。

「何もなければそれで安心、
もし見つかっても初期の
段階で軽く治せる」

マンモグラフィ
検診で、わずか１
ミリの乳がんが見
つかり手術しまし
た。わずか５日間
で日常生活に復帰
できました。

がん検診申込み受付中です。
健康推進課へ今すぐお電話を!

●集団検診・・・・・10月29日まで（締切間近！）
●医療機関乳がん検診・・・・・１２月まで
●医療機関子宮がん検診・・・・・３月まで｝※クーポン券の利用は１月まで
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【ところ】長浜市民プール（港町）
■問長浜豊香会事務局　越中（1０９
０－７３５６－０４７６）

【と　き】10月28日(金)13時～17時
29日(土) ９時～17時
30日(日) ９時～15時

【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【展示物】さつき盆栽、山野草、松柏

盆栽他
※会員以外の出展も募集中、盆栽教室あり
■問長浜さつきの会　富岡（1６２－
３４０１）

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作り上げた町
衆歌舞伎です。
【と　き】11月４日(金)18時30分開演

11月５日(土)14時開演
【ところ】長浜曳山博物館
【演　目】「仮名手本忠臣蔵」十段目

天川屋見世の場
【入場料】500円
■問ゆう壱番街商店街（みのや1６２－
３７７６、かわ重1６２－１００９）

基本の姿勢や歩き方、ステキ度がア
ップする立ち居振る舞いや自己演出
の仕方を学びます。
【と　き】11月９日(水)13時30分～15時
【ところ】長浜商工会議所（高田町）
【講　師】村上　瞳氏（ウォーキング＆

ビジュアルアドバイザー）
【参加費】無料
【申込方法】10月28日(金)までに下記へ
■問■申長浜商工会議所女性会（1６
２－２５００）

とれたての野菜などを農家さんが直
売します
【と　き】11月13日(日)９時～12時
【ところ】小堀町地先市有地（ＪＡレ

ーク伊吹　長浜営農経済
事業所跡地）

※当日出店希望の農家さんは10月末日
までに電話で下記まで応募ください

■問農政課（1６５－６５２２）

五色の滝を散策し、シシ鍋をみんなで
囲んで楽しいひと時を過ごしましょう。
【と　き】11月19日(土)８時～17時

（雨天決行）
【集合場所】市役所本庁、浅井支所（バ

スにて米原市曲谷へ）
【定　員】40人（先着順）
【参加費】3,000円
【申込方法】11月４(金)までに電話で下

記まで
■問ながはまアメニティ会議事務局（環
境保全課内）（1６５－６５１３）

不動産や会社の登記、過払い金の請
求など、法律の相談に応じます。
【と　き】11月６日(日)12時～16時

受付は15時30分まで
【ところ】余呉文化ホール（余呉町中之郷）
※事前予約不要・無料
■問滋賀県司法書士青年会事務局
（1０７７－５１４－３０１０）

確定申告など税全般に関する相談に
お応えします。
【と　き】11月11日(金)

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)
【定　員】６人（先着順）※要事前予約
■問■申税務課（1６５－６５２４）

県立盲学校(彦根市西今町)にて、オー
プンスクールと学校公開を開催します。
○オープンスクール
【と　き】11月15日(火)

９時30分～14時
【内　容】専攻科の「あん摩施術」な

どの授業見学や体験
【申込方法】10月31日(月)までに電話

で下記へ
○学校公開
【と　き】11月17日(木)

９時15分～12時30分
【対　象】県内在住で視覚障害教育に

関心のある人
【内　容】点字の学習体験、サウンドテ

ーブルテニス(盲人卓球)など
【定　員】20人（先着順）
【申込方法】11月15日(火)までに電話

で下記へ
■問滋賀県立盲学校（1０７４９－２
２－２３２１）

美しい湖国を描いた応募作品の中から、
入賞・入選作品86点を展示します。
【と　き】10月20日(木)～27日(木)
【ところ】ビバシティホール（彦根市

竹ヶ鼻町）10時～20時
（入場は19時30分まで）

【入場料】無料
※大津市、高島市でも開催。詳しく
は下記まで

■問しが県民芸術創造館
（1０７７－５６４－５８１５）

見事に育てあげられた菊をご覧ください。
【と　き】10月23日(日)～11月13日(日)

姫路城大天守修理の様子を見学し、
大河ドラマや映画で注目された書写
山圓教寺を訪ねます。
【と　き】11月21日(月)
【集合場所】旧市民会館駐車場（宮司町）
【定　員】45人（先着順）
【参加費】6,500円
【申込方法】11月11日(金)までに電話

で下記まで
■問長浜ユネスコ協会事務局（1６
５－６５５２）

「湖北の食卓」をテーマにした料理教
室とワークショップを開催します。
【と　き】10月30日(日)13時～19時
【ところ】七郷小学校（高月町唐川）
【参加費】3,800円
【定　員】40人（先着順）
※詳しくはhttp://www.facebook.
com/KOKOKU.shiga
■問KOKOKU笠原 (1０９０－５３１０－７
８９７、Ｅメールinfo@kokoku.org）

【と　き】11月10日(木)10時～11時
【ところ】のびのびランド子育て支援

センター（八木浜町）
【対　象】市内在住のお母さん・お父

さんになる人、育児に関
心のある人

【内　容】齋藤智孝氏による講演「だ
いじないのち　だいじな
からだ」

【参加費】１人100円
【定　員】30人（要申込、先着順）
【申込方法】電話または窓口で①住所②

電話番号③氏名をお知ら
せください

【受付期間】10月17日(月)～21日(金)
（13時～15時の間）

■問■申のびのびらんど子育て支援セン
ター（1７２－８１７７）

湖北の、おいしいごはんの作り方

マタニティ講座

姫路　世界遺産めぐり

お知らせ 

講座・教室 

司法書士巡回無料法律相談会

近畿税理士会　税務無料相談

県立盲学校からのお知らせ

第61回　菊花展

秋季さつき盆栽展

第15回　長濱ゆう歌舞伎

きれいを学ぶセンスアップ講座

地元とれとれ収穫市

湖国を描く絵画展

催し・行事 

伊吹・姉川上流交流会

不用品交換情報（９月30日現在）
あげます（無料）
○介護用パイプ製ベッド（マットレ
ス付）○ランニングマシーン（非電
動）○学習机○食器棚
ください（無料）
○女児用自転車（22型）○乗馬型
フィットネス器具○ワープロ○二
層式洗濯機○動力ミシン○全身マ
ッサージ機○ベビースイング（電
動式）○車イス
ゆずります（有料）
○洗面化粧台○卓球台(公式サイズ)
■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません

『鍵のかかった部屋』
著/貴志　祐介
角川書店

防犯コンサルタント榎本と女性弁
護士青砥のコンビが、表題作を含む
４つのトリックに挑みます。
空き巣の会田は、刑務所を出所し

亡き姉の家族を訪ねます。しかし、
そこに待っていたのは甥の自殺…
巧妙なトリックで作りだす密室に、
第３の探偵として挑戦してみてくだ
さい。

『日本海軍400時間の証言』
著/NHKスペシャル取材班

新潮社
海軍幹部が「自分たちこそが事実

を伝え残すのだ」という思いから太
平洋戦争について議論した「海軍反
省会」の記録テープがありました。
2009年、３夜連続で放送された

同名の番組はこのテープとの出会い
からはじまります。
開戦、特攻、戦犯裁判をテーマに、
より詳しく書かれたのが本書です。

『わたしはあかねこ』
作/サトシン　絵/西村敏雄

文溪堂
わたしは あかねこ。
とうさんかあさん 兄弟たちとぜん
ぜんちがう 赤い色のねこ。
みんなは気をつかってくれるけど

わたしはこの色、大好き。
自分らしさをわかってもらえなく

て、家を飛び出したあかねこが出会
ったのは…。

図書館だより 図書館だより 
新しく入った本のなかから・・・

本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

休館日
長浜・びわ　　　　【毎週火曜日と最終木曜日】
浅井　　　　　　　【毎週水曜日と最終木曜日】
虎姫・湖北・高月　【毎週水・木曜日】
※毎月最終木曜日は、全館資料整理のため休館させてい
ただきます。

※祝日は全館開館しています。
※10/22(土)は浅井図書館を除く５館を臨時休館させて
いただきます。

問合せ先
長浜図書館　63-2122 浅井図書館　74-3311
びわ図書館　72-4305 【開館時間：10時～19時】

虎姫図書館　73-2335 湖北図書館　78-1687
高月図書館　85-4600 【開館時間：10時～18時】

図書館のホームページ
http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/
携帯電話用
http://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/

“楽しいがいっぱい！ 図書館の縁日みたいな３日間”
市内全６館を会場に、多彩なイベントを計画しています。
詳しくは、図書館にある特製パンフレットをご覧ください。
皆さんのお越しをお待ちしています！
主　催：実行委員会“つどい隊”

びわ図書館に「子育て・家庭教育」、高月図書館に「介護・
福祉」をテーマにした資料の特設コーナーができました。
それぞれのテーマで、幅広い内容の資料を今後も収集し、
充実させていきます。ぜひご利用ください。

♪楽しいワークショップ講座です♪
【と　き】11月12日（土）10時30分～12時
【ところ】長浜図書館（朝日町）
【対　象】絵本・読み聞かせに関心のある人
【定　員】40人
【申込方法】10月15日（土）10時から長浜図書館カウンター

または電話にて
【主　催】長浜子どもの本研究会　にじの会

11月18日（金）～20日（日） 

絵本作家 高畠純さん講演会 
「絵本はここまでおもしろい！」 

（子どもゆめ基金事業）

高
月
図
書
館

び
わ
図
書
館

おはなしのたからばこ新聞コンクール
入賞者発表!!

教育長賞　　　山根早紀さん（高月小６年）
小学校長会賞　亀村真子さん（長浜小６年）

亀村由子さん（ 〃　３年）
図書館長賞　　安済翔真さん（高月小３年）
奨励賞　　　　文室佑毬さん（高月小６年）
応募作品展示　10月８日（土）～31日（月）

長浜図書館
11月４日（金）～15日（火）
高月図書館



広報ながはま　2011年10月15日 12再生紙を使用しています。

このコーナーは、市民の皆さんの活動の
様子やまちで見かけたほっとな話題を紹介
するページです。
あなたが知っている旬の話題などがあれ

ば、企画広報課広報広聴グループ（7６５－
６５０４）まで事前にお知らせください。
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新幹線やアニメのキャラクターを模した「ロードトレイ
ン」11台が市内外から奥びわスポーツの森に集結しました。
これは、自然豊かなびわ地域の良さなどを知ってもらお

うとびわ地域まつり実行委員会が開いたものです。
青空が広がる絶好のお出かけ日和となったこの日、会場

には、たくさんの家族連れが訪れ、かわいいロードトレイ
ンに乗りながら、気持ちの良い風を感じていました。

長浜ロードトレイン祭in BIWA長浜ロードトレイン祭in BIWA
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「江・キャラたちの戦国２」が開催され、ゆるキャラ達
が博覧会の各メイン会場を巡りました。
このイベントは、長浜市・米原市・彦根市・高島市の４市

連携共同宣言に基づく相互交流事業として行われたものです。
最後の会場となった小谷・江のふるさと館では、各市の

市長らとともに来場者をもてなしました。
訪れた人達は、お気に入りのゆるキャラと写真を撮るな

ど、楽しいひとときを過ごしていました。

９ 24(土）

広報ながはまは、平成18年２月の合併創刊号より市役所ホームページでご覧いただけます。

江・キャラ達の戦国２江・キャラ達の戦国２

９ 24(土）

市内で18番目、旧６町地域では５番目となる、朝日
地区地域づくり協議会の設立総会が、山本山運動広場体
育館で行われました。
地域住民自らが地域課題に取り組む「地域づくり協議

会」。今後、朝日地区地域づくり協議会では、地域づく
り計画の策定やワークショップなどを行い「誰もが住み
よく、安心して暮らせるまち」をめざし活動されます。

朝日地区地域づくり協議会が設立朝日地区地域づくり協議会が設立
長浜市出身・在住のソプラノ歌手米田いづみさんを中心
に、長浜にゆかりのある演奏家による公演が、リュートプ
ラザで開かれました。本格的な作品をわかりやすくアレン
ジしたオペラハイライトや、親しみやすい歌謡曲が披露さ
れました。会場にはたくさんの親子連れが訪れ、アットホ
ームな雰囲気の中、コンサートを満喫していました。

９ 23(金）

歌の泉Vol.２歌の泉Vol.２

９ 20(火）
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