図書館だより
お知らせ
日本政策金融公庫彦根支店
国民生活事業 教育資金・事業資金
○国の教育ローン
【融資額】300万円以内/学生・生徒１人
【返済期間】15年以内（据置あり）
【利 率】年2.55％（固定）
※収入制限があります。
○セーフティネット貸付
【融資額】4,800万円以内
【返済期間】運転資金 ５年以内
設備資金 15年以内
【利 率】年2.15％〜（固定）
※利率はすべて平成23年12月６日現在
問 日本政策金融公庫彦根支店国民生活
■
事業（1０７４９−２４−０２０１）

全国一斉！法務局休日相談所
不動産登記、会社・法人登記、土地
の境界、人権擁護、戸籍、国籍、供
託公証（遺言等）に関する相談、東
日本大震災に関すること等の相談を
受け付けます。
【と き】２月12日(日)10時〜16時
【ところ】長浜市民交流センター
（地福寺町）
予約 ■
問 大津地方法務局長浜支局
■
（1６２−０５０３）

【ところ】ビバシティ彦根
（彦根市竹ヶ鼻町）
※参加費無料、事前申込不要
問 滋賀県労働雇用政策課就業支援室
■
（1０７７−５２８−３７５９）
ハローワーク長浜（1６２−２０３０）

福祉の職場総合就職フェア
滋賀県内の福祉施設の求人情報を
一気に集めるチャンスです！
【と き】２月６日（月）
10時30分〜16時
【ところ】大津プリンスホテル
（大津市におの浜）
問 滋賀県社会福祉協議会
■
（1０７７−５６７−３９２５）

絹フェスタIN今重屋敷
長浜発のお琴とブラジル人ミュージ
シャンとの共演によるヴォサノバ演
奏等をお楽しみください。
【と き】２月11日（土）14時開演
【ところ】今重屋敷（元浜町）
【定 員】50人（先着順・要予約）
【入場料】無料
問■
申 絹の道実行委員会
■
（1６８−１２１２）

【テーマ】世界不況を生き抜く中小企
業戦略
【講 師】BRICs経済研究所
門倉 貴史氏
【参加費】無料
【定 員】100人
問■
申 びわ商工会 担当：藤田
■
（1７２−４３４９）
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本は市内すべての図書館で予約・取り寄せできます。

ふれあい講座「味噌づくり」
【と き】２月12日（日）
13時〜17時
【ところ】長浜市民交流センター（地
福寺町）
【参加費】1,300円
【定 員】20人（先着順）
【持ち物】圧力釜（あれば）
、エプロン
【申込み】長浜市民交流センターに備
え付けの申込書に記入し、
参加費を添えて。（９時〜
17時、水曜休館）
問 長浜市民交流センター
■
（1６５−３３６６）

出前講座「ふろしきの世界」

日本の伝統的な実用品である風呂敷
を日常に活かす包み方を学びます。
【と き】２月17日(金)13時〜15時
文化講演会
【ところ】ふるさと伝承館（木之本町
木之本）
映画「魔女の宅急便」原作者、角野
【講 師】西澤 良子氏（日本風呂敷
栄子氏による講演会です。
協会講師・マナーアドバ
【と き】３月４日（日）13時30分
イザー）
開演（13時開場）
催し・行事
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町） 【対 象】視覚・身体にしょうがいの
ある人、家族、ボランテ
※入場無料ですが、文芸会館・浅井
長浜大衆演劇場
ィアなど
文化ホール・リュートプラザで配
市川ひと丸劇団
布する入場整理券（定員450人、 【定 員】40人
【期 日】１月２日(月)昼の部〜１月
【参加費】無料
先着順）が必要です。
30日(月)昼の部
問 長浜市文化芸術協会事務局（長浜
【持ち物】風呂敷２枚、大判ハンカチ
■
（16日昼・夜は除く）
１枚、ティッシュ1箱、
文芸会館内）（1６３−７４００）
【時 間】昼の部13時30分〜15時
500mlペットボトル
大阪音楽大学出張公演
夜の部19時30分〜21時
【申込締切】２月10日（金）
オペラハイライトW.A.Mozart「魔笛」
【料 金】1,500円
問■
申 長浜市視覚障害者福祉協会
■
【ところ】国民宿舎 豊公荘（公園町） 【と き】３月25日（日）15時開演
（1６４−２６２４）
問 近江屋ツアーセンター（1６５―０
■
（14時30分開場）
３７０）豊公荘（1６２―０１４４） 【ところ】リュートプラザ（難波町）
不用品交換情報（１月４日現在）
【料 金】一般2,000円
水彩画講座作品展
中学生以下1,500円
あげます（無料）
【と き】１月26日(木)〜２月１日(水)
（当日500円増、全席自由）
○リフティングテーブル
※土日除く10時〜16時
問 長浜音楽協会事務局（長浜文芸会
■
ください（無料）
（最終日は15時まで）
館内）（1６３−７４００）
○三輪車○自転車用子どもイス○
【ところ】滋賀文教短期大学（田村町）
電気ストーブ○電気あんか○婦人
問 滋賀文教短期大学（1６３−５８１５）
■
用自転車○豆炭
ゆずります（有料）
しょうがい者就職面接会
○電子オルガン○ファンヒーター
講座・教室
求職中のしょうがい者を対象に15社
○衣装ケース○プロパン用ガスコ
新春経済講演会
ほどの企業がブースを設け、説明と
ンロ（２口）
面談を実施します。（入退場自由）
【と き】２月７日（火）
問 環境保全課(765-6513)
■
【と き】２月３日（金）
19時〜20時30分
※現物は保管していません
13時30分〜15時30分
【ところ】びわ商工会館（落合町）
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新しく入った本のなかから・・・

『くちびるに歌を』

『命を支える現場力』

著/中田 永一
小学館

著/異業種交流安全研究会
海文堂出版

長崎県五島列島の、中学校合唱部
が舞台。男子嫌いの仲村ナズナと、
友だちのいない桑原サトル。15歳の
彼らには、それぞれ抱える問題があ
った。
でも、そんな時、彼らには歌があ
った。そして、一緒に歌える仲間も
…あったかく、そして切ない青春の
物語。

現場にとって、物事が時間通りに
進むことは「あたりまえ」ではなく、
事故を防ぐ実務者の努力と工夫がそ
こにはあるのです。
実務者と研究者の会は、事故に至
るまでの「事象の連鎖」の途中にあ
る「コミュニケーション」について
とりあげています。

市内６館では蔵書点検の作業のため、下記の日
程で休館させていただきます。
皆様には、たいへんご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。
長浜・虎姫：２月 ６日（月）〜２月10日（金）
びわ・高月：２月13日（月）〜２月17日（金）
浅井・湖北：２月20日（月）〜２月24日（金）

蔵書点検ってどんなことをするの？
①点検作業
図書館の蔵書を一冊ずつポータ
ブル端末機やコンピュータで読み
とり、所在確認をします。（お店
の棚卸しにあたる作業です。）
②本や本棚の移動
大掛かりな本の移動や、本棚の配置換えなど、
利用しやすいように工夫します。
③大掃除
気持ちよく使っていただけるよう、棚の中や後
ろなど、本を動かさなければできないところを中
心に掃除をします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この点検作業をお手伝いくださるボランティア
を募集します！
・ご都合のよい館･日･時間でＯＫ
・専門知識や特別な技術は必要ありません
・図書館の裏側を知るチャンス！
※ご希望の館に、前日までにご連絡ください。

『どんぶらどんぶら七福神』
作/みき

つきみ 絵/柳原
こぐま社

良平

どんぶら どんぶら なみわけ
て、宝船がやってきた。乗っている
のは七人の福の神さま、七福神。リ
ズムよい数え歌で楽しく紹介されて
いて、ぜひ、七福神に聞こえるよう
声に出して読んでみてください。
みんなに福を授けるためにやって
きた、なんともめでたい七福神の絵
本です。

図書館知恵袋⑦
Ｑ．行事はどのようなものがありますか？
Ａ．本に親しむきっかけとなるよう、定例行事とし
て各館で、おはなし会や映画会をおこなっていま
す。また、講演会や折り紙教室などの市民の皆さ
んの生活に役立つ行事もおこなっています。
ボランティアさんによるおはなし会や、赤ちゃ
んや小さなお子さん対
象のおはなし会なども
あります。
開催場所や日時は、
図書館のホームページ
または各館に設置の毎
月発行「図書館だより」
でご覧ください。

問合せ先
長浜図書館 63-2122
びわ図書館 72-4305

浅井図書館 74-3311
【開館時間：10時〜19時】

虎姫図書館 73-2335
高月図書館 85-4600

湖北図書館 78-1687
【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/
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