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法テラスサポートダイヤル
（1０５７０－０７８３７４）
法テラス滋賀
（1０５０－３３８３－５４５４）

プラレールやトミカの展示や、自由に
遊べるコーナーなど楽しさいっぱい。
【と　き】７月14日(土)～９月２日(日)

９時30分～17時
（入館は16時30分まで）

【ところ】長浜鉄道スクエア（北船町）
【入館料】大人300円、小・中学生

150円、３歳～100円
■問長浜観光協会（1６２－４１１１）

【と　き】７月28日（土）
講演は14時～

【ところ】長浜ロイヤルホテル（大島町）
【内　容】近畿37ユネスコ協会会員の

活動発表・意見交換、記念
講演「湖北の戦国遺産～古
戦場の城郭～」（記念講演
は一般聴講可）

【参加費】無料※７月20日(金)までに
電話で下記まで申し込みく
ださい。

■問■申生涯学習・文化スポーツ課
（1６５－６５５２）

いかだ遊びや魚のつかみ取り、水生
生物調査などを行います。綿菓子や
ポップコーンを用意しています。
【と　き】７月28日（土）

12時30分～15時※雨天時
は翌日に延期

【ところ】中央駐車場（大宮町）

※参加費無料、事前申込不要。当日
12時から受付を開始します。

■問米川支流環境づくり協議会　沢尾
（1６３－９５６５）

【と　き】７月29日（日）
９時30分～12時

【ところ】市民プール（公園町）
【対　象】小学生以上

※詳細は下記まで
■問■申長浜水泳協会　担当：伊吹
（1０９０－６９１１－６５８２）

琵琶湖に昔からいる魚を守るため、
外来魚を琵琶湖に戻さず、釣り上げ
数を報告してくださる小中学生を募
集しています。
【実施期間】８月31日（金）まで
【募集人数】1,000人（家族・団体も可）

※登録が必要です。
【報告期限】９月５日（水）優秀者には

表彰と賞品を進呈
※登録方法等、詳細は問合せください。
■問琵琶湖政策課琵琶湖レジャー対策
室（1０７７－５２８－３４８５）

少年の福祉を害する犯罪（福祉犯）を
防ぐため、地域住民の声を聞いて対策
に役立てることを目的とした、滋賀県
防犯協会職員による相談会です。
【と　き】７月20日(金)14時～16時
【ところ】春日会館（元浜町）
※料金無料、事前申込不要
■問市民協働推進課（1６５－８７２２）

今も手つかずの自然が残り、人々の豊
かな暮らしが息づく「竹生島」の魅力
を再発見できる夏休み特別企画です。
【と　き】７月21日(土)～８月31日(金)
【内　容】竹生島クルーズを特別料金

で楽しめます（毎便20人
限定）。

【乗船料】往復　大人1,800円、小学
生900円
今津横断　大人1,700円、
小学生850円　※いずれも
拝観料含む

【予　約】電話で下記まで
※乗船時、市民であることを確認で
きるもの（運転免許証など）をお
持ちください。

■問長浜観光協会（1６２－４１１１）
琵琶湖汽船長浜支社（1６２－３
３９０）

京阪浜大津駅前にある日本司法支援
センター（愛称：法テラス）は、国
により設置された公的な法人です。
金銭問題、離婚、相続、労働問題な
ど法的トラブルでお困りの場合はお
気軽に利用ください。
解決に役立つ法制度紹介、相談窓口
の情報を無料でご案内しています。
また、無料法律相談や弁護士・司法
書士費用の立て替えも行っています。

卸売市場などの施設見学やうなぎのつ
かみ取り、－30℃の冷凍庫体験など。
参加者全員に記念品を進呈します。
【と　き】８月４日（土）※雨天決行

７時30分～９時30分
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【対　象】小学生の親子（未就学児の

参加不可）
【参加費】無料
【定　員】15組30人（応募者多数の

場合抽選、初めての人を
優先します。）

【申込み】７月27日(金)16時までに電
話またはEメールで下記まで

■問長浜地方卸売市場（1６３－４０
００、Eメール nagasijo@mx.
bw.dream.jp）

【と　き】８月４日(土)10時～16時30分
【ところ】西浅井文化ホール（西浅井

町大浦）
山門水源の森（西浅井町山門）

【内　容】講演「びわ湖の固有種ビワ
マスと水源の森」
報告「山門水源の森の現況
と保全活動」
山門水源の森保全活動視察
ツアー

【参加費】無料
【定　員】100人（先着順）
■問■申西浅井総合サービス（1８９－
０２８１）

ヨーヨーつりなど夏の遊びを楽しみ
ましょう。
【と　き】８月５日(日)10時～12時
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【参加費】子ども１人100円（当日集金）
【定　員】80組（先着順）※ファミリ

ー広場のため、親子で参加
ください。

【申込み】７月19日(木)から電話また
は直接下記まで

■問■申サンサンランド
（1６２－３７１２，６５－６４３３）

人形劇サークル「ピエロ」による人
形劇、手遊びなど
【と　き】８月９日(木)

10時15分～11時15分
【ところ】あいあいらんど（高月町柳

野中）
【対　象】１歳～就学前児とその保護者
【定　員】50組（先着順）
【参加費】子ども１人100円
【申込み】７月18日(水)から電話で下
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びわこ学院大学にて
○旅館・ホテルスタッフ技能講習
【と　き】８月28日(火)～９月７日(金)

13時～17時
【定　員】20人
【申込み】８月17日(金）必着
【面　接】８月21日(火）10時～

プエルタ大津にて
※いずれも受講費無料、55歳以上で
ハローワークにて求職登録してい
る人が対象です。

※申込用紙はハローワークにあります。
■問■申滋賀県シルバー人材センター連合
会（1０７７－５２５－４１２８）

陶芸家川崎佐玄氏を講師に迎え、和
食器などを作陶します。
【と　き】７月31日(火)13時～17時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【参加費】500円（材料費等相当額）
【定　員】20人（先着順）
※成形から完成までの工程で３回の
出席が必要です。

【申込み】７月27日(金)までに参加費
を添えて直接下記まで

■問市民交流センター(1６５－３３６６）

発掘調査の整理作業には欠かせない、
拓本に挑戦します。
【と　き】８月５日(日)

13時30分～15時30分
【ところ】五先賢の館（北野町）
【参加費】500円
【対　象】小学生以上（小学生は保護

者同伴）
【定　員】15人（先着順）
【持ち物】古タオル１枚
【申込み】８月１日(水)までに電話で

下記まで
■問■申五先賢の館（1７４－０５６０）

相撲の基礎を学び、実技も行います。
昼食はお相撲さんと一緒に楽しも
う！
【と　き】８月12日(日)

９時30分～15時
【ところ】高月運動広場体育館（高月

町東柳野）
【対　象】小学３～６年生(初心者歓迎！)
【定　員】80人（先着順）
※申込方法等詳しくは下記まで
■問■申生涯学習・文化スポーツ課
（1６５－８７８７）

近江の歴史を解き明かす連続講座で
す。とくに記載がない限り、会場は

記まで
■問■申あいあいらんど子育て支援センター
（1８５－５５７７）

【と　き】８月11日(土)９時～15時
【ところ】尾上漁港一帯（湖北町尾上）
【内　容】夏グルメ、魚つかみ他
■問湖北支所地域振興課（1７８－８３００）

【と　き】10月13日(土)10時～16時
※天候不良時は10月14日(日)に延期
【ところ】浅井文化スポーツ公園（大依町）
【募集ブース】150ブース（先着順）
【出店料】2,000円

（１区画2.5m×2.0mあたり）
【申込み】７月31日(火)までに電話で

下記まで
■問■申浅井商工会議所内事務局
（1７４－０１９４）

○機械除草就業体験
【と　き】７月24日(火）、25日(水)

９時～12時
【定　員】各日程20人
○網戸の張り替え就業体験
【と　き】７月27日(金)９時～12時
【定　員】10人
※受講料無料、会場など詳細は下記
まで

■問■申長浜市シルバー人材センター
（1６５－３３６７）

夏休みの思い出に親子で楽しくお料
理しましょう♪
【と　き】８月６日(月)９時30分～13時
【ところ】湖北公民館（湖北町速水）
【対　象】年長～小学生の親子
【参加費】１人500円
【申込み】７月24日(火)までに電話で

下記まで
■問■申湖北公民館（1７８－１２８７）

○子育て支援ヘルパー講習
【と　き】８月23日(木)～10月４日(木)
10時～15時（初日のみ９時30分～）
【定　員】20人
【申込み】８月６日(月）必着
【面　接】８月８日(水）10時～

曳山博物館（元浜町）です。
①「城が語る日本の歴史」
【と　き】９月28日、10月12日、11
月16日、11月30日、12月７日、12月
21日いずれも金曜日10時30分～12時
【講　師】滋賀県立大学准教授中井均氏
②「竹生島の歴史と文化」
【と　き】９月28日、10月12日、
11月16日、11月30日、12月７日
（会場は竹生島）、12月21日いずれも
金曜日13時30分～15時
【講　師】高月観音の里歴史民俗資料館

副参事　北村大輔氏
③「歴史と文学からみる新たな人間像」
【と　き】９月３日、９月24日、10月
22日、11月５日、11月19日、12月３日
いずれも月曜日10時30分～12時
【講　師】作家　畑　裕子氏
④「石山寺縁起絵巻」～石山寺の歴
史を中世の絵巻から考える

【と　き】９月３日、９月24日、10
月８日（会場は県立近代美術館）、
10月22日、11月５日、11月19日
いずれも月曜日13時30分～15時
【講　師】滋賀県立近代美術館学芸課長

高梨純次氏他
【定　員】各講座　50人（先着順）
【参加費】各講座10,500円（６回分一括）
■問■申しがぎん経済文化センター文化講座
事務局（1０７７－５２６－００１１）

お楽しみおはなし広場

2012 水とロマンの祭典

陶芸教室

愉しく「拓本」をとろう

長浜市少年相撲教室　

KEIBUN文化講座　

不用品交換情報（７月１日現在）

あげます（無料）
○車イス○痰とり器○足踏みミシ
ン○事務机○ウインドウクーラー
○チャイルドシート○昼寝布団○
離乳食調理セット○バスケット
（籐製）○コーヒーメーカー
ください（無料）
○自転車（大人用、補助輪付子ども
用）○三輪車○籐製の乳母車○車の
乗り物（おもちゃ）○子ども乗せ用
自転車カゴ○車イス○ポータブルト
イレ○漬物石○介護用電動ベッド○
ワープロ○ギター○双子用ベビーカ
ー○ベビーベッド○ジュニアシート
ゆずります（有料）
○ゲートボールケース○低反発敷マ
ット（シングル）○木馬○エレクト
ーン
ゆずってください（有料）
○大人用自転車○ミシン○衣類乾
燥機

■問環境保全課(765-6513)
※現物は保管していません
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ワークショップ就業体験
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