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秀吉と秀頼を支えた武将、片桐且元
の企画展を開催中です。
【期　間】５月27日(日)まで(水曜休館)

９時～16時30分
【ところ】五先賢の館（北野町）
【入館料】300円（長浜市・米原市の

小中学生は無料）
■問五先賢の館（1７４－０５６０）

【と　き】４月14日(土)～22日(日)
【ところ】余呉湖観光館とその周辺

（余呉町下余呉）
【内　容】「ぼんぼり」によるライト

アップ、フォトコンテス
ト、屋台村など

■問奥びわ観光協会余呉支部
（1８６－３０８５）

生徒が作った農産物や加工品を販売
します。売り切れ御免。
【と　き】４月28日(土)９時～11時
【ところ】長浜農業高等学校（名越町）
【内　容】各種野菜、花苗、観葉植物、

寄せ植え、堆肥などの販売
■問長浜農業高等学校(1６２－０８７６) 

甲子園ボウルと並んで長浜が誇る歴
史あるボウルゲーム。
【と　き】４月29日(日)
【ところ】長浜ドーム(田村町)
【入場料】 前売　　 当日

高校生 500円　 600円
一　般 1,000円 1,200円

※前売場所：平和堂ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ長浜くら
しのｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

【日　程】
10:00 長浜西中 対 関西学院中学部
11:30 長浜南中 対 王子ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
14:30 立命館大学パンサーズ 対

関西大学カイザース

☆フラッグフットボール選手権　
小学生の部・中学生の部　同時開催
10:00～14:00（多目的グランド）

■問滋賀県アメリカンフットボール連盟
加藤（1６２－３９１６）

旧長浜市の歴史を中心に、湖北地域
（旧浅井郡・伊香郡）についても記述
した歴史解説書です。
新・長浜市誕生２周年を記念し、よ
り多くの皆さんに長浜市の歴史に関
心を深め、親しんでいただくことを
目的に、期間限定の「値下げ」販売
を企画しました。
【値下げ販売期間】６月30日(土)まで
【値下げ価格】各巻１冊1,800円

（定価5,000円のもの）
８巻セット価格12,000円

【販売場所】長浜城歴史博物館ほか
■問長浜城歴史博物館（1６３－４６１１）
※昨年11月から12月にかけて、同趣
旨で、市内各自治会へ『長浜市史』
を配布しましたので、こちらも併
せてご活用ください。

○刑事事件についての相談
【と　き】５月１日(火)、２日(水)、７日(月)

９時30分～16時30分
【ところ】大津地方検察庁（大津市京町）
■問大津地方検察庁企画調査課
（1０７７－５２７－５１２３）

○人権相談
【と　き】５月１日(火)、２日(水)、７日(月)

８時30分～17時15分
【ところ】大津地方検察庁（大津市京町）
■問大津地方法務局人権擁護課
（1０７７－５２２－４６７３）

○無料法律相談
【と　き】５月７日(月)

９時30分～16時
【ところ】滋賀弁護士会館（大津駅徒歩１分）
【定　員】33人(１人30分以内、先着順)
【申込み】４月16日(月)～５月２日(水)

に電話で下記まで(平日９時
～12時、13時～17時)

■問滋賀弁護士会
（1０７７－５２２－３２３８）
○裁判員制度説明会
【と　き】５月７日（月）

13時20分～15時
【ところ】大津地方・家庭裁判所庁舎

別館(大津駅北口徒歩３分)
【定　員】40人（先着順に予約受付）
■問大津地方・家庭裁判所総務課
（1０７７－５０３－８１１２）

親子ふれあい遊び、おしゃべりタイ
ムなど、５月～10月の月１回（全６
回）９時30分～11時30分に開催す
る子育てを楽しむひろばです。
【ところ】のびのびらんど子育て支援

センター(八木浜町)など
【対象者】市内在住でH23年７月～

H23年11月生まれの未就
園のお子さんとその保護
者（初めてお父さん、お
母さんになられた人）

【定　員】先着35組
【参加費】子ども１人１回100円
【申込み】４月23日(月)～27日(金)

にハガキまたは窓口にて
①住所②電話番号③参加
者親子氏名④生年月日⑤
月齢をお知らせください。

■問■申のびのびらんど子育て支援セン
ター（1 ７２－８１７７、〒
526－0116八木浜町26－１※受
付時間11時30分～15時）

新たな水害対策「流域治水」について
をテーマに嘉田知事が講演されます。
【と　き】４月29日(日)13時30分～
【ところ】ピアザ淡海(大津市におの浜)
■問公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協
会（1０７７－５２６－１１７２）

長農　春の農産物販売会　

第62回　長浜ひょうたんボウル

お知らせ 
のびのび赤ちゃんひろば　　

参加者募集

募　集 

滋賀県不動産鑑定士協会講演会

講座・教室 

憲法週間に各種行事を開催します

新・長浜市誕生２周年記念
『長浜市史』をお値打ち販売します

第１回　余呉湖・さくら祭り

片桐且元　企画展

催し・行事 

『佐川光晴作品集　静かな夜』
著/佐川　光晴
左右社

家族を突然亡くし、喪失感の中で
幼い娘との二人の生活をはじめる女
性。自らの境遇を受け入れながら、
他者と触れ合うことで生きていこう
とするのだが…。
相手を認めることで、自らの生活

を取り戻していく女性を描く表題作
の他、北大時代の短編「二月」「八
月」含む４篇を収録した作品集。

『焼肉料理のタレの技術』
著/旭屋出版編集部

旭屋出版
「人気店・繁盛店が教える97のレ

シピ・技術・味づくり」19店のタレ
や自家製調味料が紹介されています。
店の工夫を見て楽しむのもよし、

市販のタレにひと工夫のヒントにす
るもよし、レシピどおりに作ってみ
るもよし。
食と料理の出版社らしい一冊で

す。

『やまねこのおはなし』
作/どい　かや　絵/きくち　ちき

イーストプレス
たんぽぽの綿毛がやわらかく風に

舞っている春の日、ひとりきままに
山で暮らすやまねこは、知らない世
界が見たくなって街へ出かけまし
た。道すがら、うずくまっている子
猫と出会い、放っておけなくて山へ
連れ帰る事に。
出会いの季節にぴったりの、心温

まるちょっぴり不思議なおはなし。

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。

不用品交換情報（４月２日現在）

あげます（無料）
○食器棚○都市ガス用ガスコンロ
○丸巻じゅうたん○つけもの石
ください（無料）
○大人用自転車○二連はしご○電気
炊飯器○換気扇○流し台○洗濯機
ゆずります（有料）
○電気炊飯器○ミキサー○生け花
用花器×２○生け花用つぼ
ゆずってください（有料）
○電動ミシン○藤製の乳母車（押
し車）

■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません
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問い合せ先　長浜図書館63-2122【平日：10時～19時　土日祝：9時～18時】 浅井図書館74-3311【開館時間：10時～18時】
びわ図書館72-4305【10時～18時　　 金曜のみ：10時～20時】 虎姫図書館73-2335【開館時間：10時～18時】
湖北図書館78-1687【開館時間：10時～18時】 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　PC用http://www.library.city.nagahama.shiga.jp/（携帯電話用はhttp://mobile.library.city.nagahama.shiga.jp/）

（※４月から変更しています。ご注意ください。）

市内全６館で秋に開催予定の『図書館のつどい2012』
の《企画スタッフ》と《サポーター》を募集しています。
みんなで楽しい『つどい』をつくりましょう。

【応募資格】市内在住または通勤・通学している人で
○企画スタッフ…『つどい』全体の企画立案から当日の
運営まで参加してくださる人（18歳以上）

○サポーター…ご希望の会場で『つどい』の準備や当日
の運営を手伝ってくださる人（中学生以上）

※18歳未満の人は、保護者の同意が必要です。
【応募方法】５月31日（木）までにカウンターまたは電

話で申し込みください。
詳しくは、市内の各図書館にあるチラシ、市立図書館

のホームページをご覧ください。

図書館のつどい2012
企画スタッフ＆サポーター募集！

４月から「赤ちゃんタイム」をはじめます！
浅井図書館：毎週金曜日　※時間はいずれも
びわ図書館：毎週月曜日　　10時～12時
赤ちゃんと一緒にゆったりとお過ごしいただく

優先タイムです。ぜひご利用ください。（もちろん、
ほかの図書館もいつでもご利用いただけます。）

としょかん　たんけんたい
市内各図書館のカウンターで用紙をもらって、
クイズに答えよう！答えは、本や図書館の中にあるよ。
【と　き】４月21日(土)～５月13日(日)
【ところ】長浜市立図書館　各館
【対　象】小学生
※申込みは不要です。直接カウンターまでお越しください。


