市民の皆さんのサークル・団体が行う催しを掲載します。
掲載希望の人は、掲載希望号の１か月前までに市民広報室（7６５−６５０４）までご連絡ください。

催し・行事
秋のひょうたんまつり開催中

【申込み】11月１日(木)までに電話で
下記まで
問■
申 長浜ユネスコ協会事務局〈生涯
■
学習・文化スポーツ課内〉
（1６５−６５５２）

４月に植えたひょうたんが実り、
第14回伊吹・姉川上流交流会
様々なひょうたん飾りができました。
奥伊吹
曲谷・五色の滝と秋の味覚ツアー
展示と販売を行っています。
【と き】10月21日（日）まで
五色の滝の散策とシシ鍋食談会
10時〜17時
【と き】11月17日(土)８時〜17時頃
【ところ】おいでやす長浜
雨天決行
〈平和堂長浜店５階〉
【ところ】五色の滝・大持多目的広場
問 おいでやす長浜（1６５−０１３６）
（米原市曲谷）※市役所本
■
庁本館前・浅井支所前か
フリーマーケットinリンコ
らバスが出ます。
衣類、雑貨、日用品、手作り品、自 【持ち物】お箸、コップ、お椀、防寒
具、雨具、水筒など
家野菜など、室内32店舗、屋外14店
【参加費】3,000円（昼食代など）
舗が出店します。
【定 員】40人（先着順）
【と き】10月27日(土)10時〜15時
【ところ】勤労者福祉会館 臨湖（港町） 【申込み】11月２日(金)までに電話、
問 勤労者福祉会館臨湖
ＦＡＸまたはＥメールで
■
代表者氏名、住所、電話
（1６５−２１２０）
番号、参加人数、バス利
第16回長濱ゆう歌舞伎
用の有無を下記までお知
らせください。
一般公募により集まった役者・スタ
問■
申 ながはまアメニティ会議事務局
ッフと地元商店主等が作り上げた町
■
〈環境保全課内〉（1６５−６５１
衆歌舞伎です。
３ ＦＡＸ６５−６５７１ Ｅメ
【と き】11月２日(金)18時30分開演
ールn-amenity@ex.bw.dream.jp）
11月３日(土・祝)14時開演
【ところ】曳山博物館（元浜町）
長浜市南西部の歴史探訪と
【演 目】「絵本太功記十段目」尼ケ
健康ウォーク
崎閑居の場
【と き】11月18日(日)８時30分集合
【入場料】1,000円
問 ゆう壱番街商店街 みのや
雨天中止
■
【集合場所】田村駅東ロータリー（田村町）
（1６２−３７７６）
参加者は駐車場料金無料
子ども歌舞伎教室発表会
【定 員】50人（先着順）
今年の外題は、「一谷嫩軍記 熊谷陣 【申込み】11月10日(土)までに電話で下
記まで
屋」です。市内の11人の小学生が７
問■
申 長浜市シルバー人材センター
月から一生懸命稽古に取り組んだ成
■
（1６５−３３６７）
果をぜひともご覧ください。
【と き】11月３日(土・祝)11時〜
【ところ】曳山博物館伝承スタジオ
（元浜町）
講座・教室
※入場無料
問 曳山博物館（1６５−３３００）
■
第５回ふれあい講座みんなで楽しく健康づくり

象です。
問■
申 長浜市シルバー人材センター
■
（1６５−３３６７）

長浜商工会議所
女性会公開講演会
「生きがいの創造〜私たちは、なぜ生
きているのか？〜」
【と き】11月14日(水)
13時30分〜15時
【ところ】長浜商工会議所（高田町）
【講 師】飯田忠彦氏（ベストセラー
作家）
【定 員】100人（先着順）
※受講料無料、要申込
【申込み】11月９日(金)までに電話で
下記まで
問■
申 長浜商工会議所女性会事務局
■
（1６２−２５００）

長浜市文化財講演会
「戦国の合戦と武具・武術」
武具・武術から戦国の合戦を探りま
す。さらに戦国時代から続く古武術
も披露します。必見です！
【と き】11月17日(土)
13時30分〜16時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講 師】森岡栄一氏（長浜城歴史博
物館副参事）・大橋剣心
氏（無空心流古武術第15
代宗家）
【参加費】300円
【申込み】11月16日(金)までに電
話・FAX・Ｅメール・は
がきのいずれかの方法で
氏名、住所、電話番号を
下記まで
問■
申 文化財保護センター（〒526■
0802 東上坂町981 1６４−０
３９５ ＦＡＸ６２−６３５７
Ｅメール bunkazai@city.nagahama.lg.jp）

親子伝統料理講習会

アメノイオご飯（ビワマスの炊き込
みご飯）、お講汁、大豆の五色煮など、
伝統料理を作ります。
３Ｂ体操教室
絹フェスタIN近江孤篷庵
【と き】11月25日(日)９時30分〜
14時
県名勝の庭園を拝しながら、長浜発 【と き】10月29日(月)
【ところ】六角館（勝町）
13時30分〜14時30分
祥のお琴とジャズ演奏、浜ちりめん
【対 象】湖北地域在住の親子15組
絹ドレスの展示・発表等をお楽しみ 【ところ】市民交流センター(地福寺町)
※申込多数の場合は抽選し、連絡し
【講 師】三島初子氏（市民交流セン
ください。
ます
ター「３Ｂ体操」メンバー）
【と き】11月10日(土)14時開演
※参加費・申込不要。直接お越しく 【参加費】大人300円 子ども200円
（13時30分開場）
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、箸
ださい。
【ところ】近江孤篷庵（上野町）
問 市民交流センター
【申込み】11月10日(土)までに代表
【定 員】120人（先着順）
■
者氏名、住所、電話番号、
（1６５−３３６６）
※入場料無料、要申込
問■
申 絹の道実行委員会
ＦＡＸ番号（あれば）お
■
農業サポーター技能講習会
子さんの年齢（学年）、参
（1６８−１２１２）
加人数を書いてハガキま
【と き】11月９日、15日、22日、
未来へ引き継ぐ地球のたからもの
たはＦＡＸで申込みくだ
26日、12月10日、14日、
五箇山 世界遺産めぐり
さい。
19日、H25.１月16日、23日
問■
申 湖北地域農村女性グループ協議
各回の時間・場所等詳しくは下記ま
日本で６番目の世界遺産となった白
■
会事務局（〒526−0033平方町
川郷・五箇山の合掌造りを巡ります。 で問合せください。
1152−2農産普及課内1６５−６
【定 員】20人（全日程受講できる
【と き】11月12日（月）
６３１ ＦＡＸ６５−５８６７）
人、先着順）
【ところ】五箇山合掌作り集落
※受講費無料、55歳以上でハローワ
【定 員】45人（先着順）
ークにて求職登録している人が対
【参加費】6,000円
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＜注意＞紙面の都合上、内容は広報室で編集します。申込み多数の時は掲載できない場合があります。
会員・団員の募集は掲載できません。営利、宗教、政治に関するものはお断りします。

明橋大二先生講演会
〜子育てハッピーアドバイス
大好きが伝わる ほめ方・しかり方〜
【と き】12月８日(土)
10時〜11時30分
【ところ】湖北文化ホール（湖北町速水）
【入場料】前売り100円、当日200円
【託 児】定員20人、100円、要申込
【チケット販売】10月15日(月)から
下記にて
問 湖北公民館（1７８−１２８７）
■

シルバーワークショップ就業体験
○しめ飾り作り就業体験
【と き】12月５日(水)、７日(金)
９時〜12時
【定 員】各日程20人
※受講料無料、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。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）

募

集

「湖鳥（MIZU-DORI）写真集」作品大募集!!
「10000人でつくる、湖鳥写真集」発
刊のため、水鳥にちなんだ写真を募
集します。選考の上、写真集に掲載
します。優秀作品には各賞あります。
【応募期間】
前期 H25年１月31日(木)まで
後期 H25年２月１日(金)〜５月31日(金)
※応募方法など詳細はホームページ
http://mizudori.com/をご覧ください。
問 「道の駅」湖北みずどりステーシ
■
ョン（1７９−８０６０）

相

談

近畿税理士会による税務無料相談
確定申告など税全般に関する相談を
無料で受付けます。
【と き】11月７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）
【定 員】６人（先着順）※要事前申込
【申込み】電話で下記まで
問 税務課（1６５−６５２４）
■

オストメイトに関する地域相談会
オストメイト（がん等で人工膀胱、人
工肛門を造設した人）や家族を対象と
した講演と個別相談会です。
【と き】11月17日(土)
13時30分〜15時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
※参加費・申込不要
問 日本オストミー協会滋賀県支部
■
支部長谷口（1０７７−５６２−
１７７３）

井県大飯郡おおい町名田庄
納田終）
問 ホ テ ル 流 星 館 （ 1０ ７ ７ ０ − ６
■
７−３０００）

近隣市町イベント
※イベントの詳細については主催者
に問合せください。

2012たかしま産業フェア＆そばフェスタ
食と健康づくりのつどい

つるが観光物産フェア2012

【と き】10月27日(土)・28日(日)
【と き】11月23日（金）
10時〜17時(28日は16時） 【ところ】今津総合運動公園
【ところ】きらめきみなと館(福井県
（高島市今津町日置前）
問 高島市商工会
敦賀市桜町）
■
問 敦賀市観光振興課（1０７７０−
（1０７４０−３２−１５８０）
■
２２−８１２８）
高島市健康推進課
（1０７４０−２５−８０７８）
第２回小浜であそぼ！

じねんじょ祭り

街なか・おりえんてぇりんぐ

【と き】10月28日(日)
【と き】11月25日（日）
【ところ】旧小浜地区（福井県小浜市） 【ところ】あきない館前広場
問 街なか・おりえんてぇりんぐ実行
（福井県大飯郡おおい町名田庄小倉）
■
問 ㈱ 名 田 庄 商 会 （ 1０ ７ ７ ０ − ６
委員会事務局〈小浜商工会議所内〉 ■
（1０７７０−５２−１０４０）
７−２２７２）

若狭高浜ふぐまつり

不用品交換情報（10月31日現在）

【と き】11月３日(土・祝)
【ところ】若狭たかはまエルどらんど
（福井県大飯郡高浜町青戸）
問 若狭高浜ふぐまつり実行委員会
■
〈高浜町まちづくり課内〉（1０７
７０−７２−７７０５）

おおいうみんぴあフェスタ
【と き】11月10日(土)・11日(日)
【ところ】うみんぴあ大飯（福井県大
飯郡おおい町成海）
問 JA若狭大飯支店
■
（1０７７０−７７−１１７１）
おおい町役場 農林水産振興課
（1０７７０−７７−１１１１）

みはまナビフェス
【と き】11月10日(土)・11日(日)
【ところ】美浜町役場ほか
（福井県三方郡美浜町郷市）
問 美浜町公民館事務室
■
（1０７７０−３２−１２１２）

ハート＆アートフェスタ2012
【と き】11月17日(土)・18日(日)
【ところ】パレア若狭など（福井県三
方上中郡若狭町市場）
問 若狭町パレア文化課
■
（1０７７０−６２−２５０８）

食まつり
【と き】11月18日（日）
【ところ】道の駅「名田庄」周辺（福

「湖北地域

ください（無料）
○ワープロ○エアコン○都市ガス
用コンロ○ミシン（電動・卓上・
足踏み）○幼児用イス○電子キー
ボード○赤ちゃん用体重計○自転
車（大人用・子ども用・子ども乗
せ用カゴ付）○介護用電動ベッド
○電気あんか○小型テーブル○電
気ストーブ○ジュニアシート○チ
ャイルドシート○車イス○全自動
洗濯機○蚊帳○上敷き畳（八畳）
○ガス釜○地デジ対応テレビ○藁
切り機○小引出し○古い木製糸巻
ケース○古い革のトランク
ゆずってください（有料）
○エアコン○自転車（大人用・子ど
も用）○耐火性金庫○マウンテンバ
イク○上敷き畳（八畳）○ガス釜○
地デジ対応テレビ○電動のポータブ
ルミシン○卓上用本縫いミシン
あげます（無料）
○アナログテレビ○木製机・イス
○漬物石○食器○風呂用の手すり
とイス○ベビーベッド（布団付）
○ポータブルトイレ○オルガン○
ハロゲンヒーター○電気あんか○
碁盤（三寸五分）
ゆずります（有料）
ベビーラック○ベビーだんす○カラ
ーBOX○プリンター○有線カラオケ
BOXセット○ワープロ○ソファー
問 環境保全課(765-6513)
■
※現物は保管していません

福祉の職場説明会」

参申
加込
費不
無要
料

福祉の仕事をめざす皆さんを応援するため、施設や事業所が仕
事の内容を説明し、また、福祉の資格に関する相談にも応じます。
「福祉」や「保育」の職場に関心がある人や就職を希望してい
る人は気軽にお越しください。
【と き】10月23日(火) 13時〜16時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
※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、保育所等を開設している事業所が参加します。
問 高齢福祉介護課（7６５−７７８９）
■
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