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自分のために、家族のために、地域の
ために学びませんか？講習をすべて受
講した人には受講証を、検定に合格し
た人には認定証が交付されます。
【と　き】11月16日(金)・19日(月)・

20日(火)10時～15時（19
日は16時終了）

【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【定　員】20人（先着順）
【申込み】①参加者氏名、②住所、③

電話番号を電話またはFAX
で下記まで

【持ち物】筆記用具、動きやすい服装、
昼食、教材費（1,000円）

■問■申日本赤十字社滋賀県支部
（7０７７－５２２－６７５８
FAX０７７－５２３－４５０２）

地元の素材を活かしたパン教室です。
今回は、クリスマスに喜ばれるパン
作りを行います。
焼きあがったパンは皆さんと会話し
ながら楽しくいただきます。
【と　き】11月28日（水）

９時30分～13時
【ところ】妙理の里（余呉町菅並）
【参加費】1,500円
【定　員】12人（先着順）
【申込み】電話で①氏名②連絡先を下

記まで
【申込締切】11月21日（水）
■問■申ＮＰＯ法人妙理の里
（7８６－２５６２）

Ｂ型肝炎の治療についての医療講演
会とＢ型肝炎ウイルス感染者救済の
ための特別措置法の説明会および個
別相談会を開催します。
【と　き】12月２日(日)13時30分～
【ところ】「臨湖」南館２階（港町）
※入場無料・事前予約不要
■問Ｂ型肝炎訴訟大阪弁護団
（7０７７－５４３－２６３２）

硬筆コース・毛筆コースで、好きな
文字や言葉を書こう！書道パフォー
マンスもあります。
【と　き】12月23日(日)

９時30分～12時
【ところ】国際文化交流ハウスＧＥＯ

（神照町）

【対　象】小中学生
【定　員】30人（先着順）
【講　師】村上知子氏

（県立虎姫高等学校勤務）
【参加費】１人500円（紙・墨代含む）
【持ち物】書道セット、硬筆用鉛筆、

汚れてもよい服装
【申込み】11月27日(月)までに①参加

者と保護者の氏名、②学年、
③住所、④電話番号、⑤希
望コースを電話またはFAX
で下記まで※両コースも可

※毛筆コース希望者は用紙のサイズ
もお知らせください。

■問■申国際文化交流ハウスＧＥＯ
（7/FAX６３－４４００）
（10時～18時、木曜休館）

【と　き】11月６日(火)10時～14時
11月17日(土)12時～16時

【ところ】長浜市民交流センター相談室
【相談員】下地久美子さん(臨床心理士)
【料　金】無料
※託児あり(要予約)、秘密厳守
■申平日：人権施策推進課
(7６５－６５５６　専用ダイヤル)
土日：市民交流センター
(7６５－３３６６)

【長浜地域】11月22日(木)18時～20時
長浜市民交流センター

【浅井地域】11月22日(木)17時～19時
湯田公民館

【びわ地域】11月22日(木)19時30分～21時
びわ公民館

【虎姫地域】11月16日(金)18時～20時
時遊館

【湖北地域】11月15日(木)18時～20時
湖北福祉ステーション

【高月地域】11月14日(水)13時～15時
高月支所

【木之本地域】11月15日(木)15時～17時
公立木之本公民館

【余呉地域】11月24日(土)13時～16時
山村開発センター

【西浅井地域】随時（執務時間中）
西浅井支所で取次

■問社会福祉課
(7６５－６５３６)
市ホームページ
「結婚相談」で検索
またはQRコード

いきいき健康講座
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職員募集、子育て、税

不用品交換情報（10月15日現在）
ください（無料）
○自転車（子ども用・幼児用）○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○八畳
の上敷き畳○ガス釜○地デジ対応テ
レビ○藁切り機○電動ミシン（ポー
タブル）○小引出し○古い木製糸巻
きケース○古い革のトランク○新生
児用チャイルドシート○足踏みミシ
ン○碁盤○家庭用掃除機
ゆずってください（有料）
○自転車（子ども用）○電動ミシン
（ポータブル）○耐火性金庫○マウン
テンバイク○八畳の上敷き畳○ガス
釜○地デジ対応テレビ○卓上用本縫
いミシン
あげます（無料）
○食器○風呂用の手すりとイス○ほ
うろう両手鍋○ポータブルトイレ○
オルガン○ハロゲンヒーター（白・
黒）○電気あんか○水道工事用ビニ
ール管○スチール製事務机　○加湿
器○ビデオデッキ○プリントごっこ
○カメラ
ゆずります（有料）
○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○引き戸の
タンス○敷きマット○電気ポット
■問環境保全課(7６５－６５１３)
現物は保管していません

長浜米原休日急患診療所
11・12月の診療日のお知らせ
【診療日】11月３日、４日、11日、

18日、23日、25日
12月２日、９日、16日、
23日、24日、30日、31日

【診療時間】９時～18時
【受付時間】８時30分～11時30分

12時30分～17時30分
【場　所】宮司町1181－2

（保健センター宮司分室）
【電話番号】６５－１５２５
※受診時は保険証・お薬手帳をお忘れなく。
■問健康推進課（7６５－７７７９）

11月の税・料
市県民税　　　　　　　　第３期
国民健康保険料　　　　　第６期
介護保険料　　　　　　　第６期
後期高齢者医療保険料　　第５期

相　　談
女性の悩み相談(要予約)

結婚相談

クリスマスのパンを焼こう
～パン教室～

Ｂ型肝炎医療講演会・
救済法説明会

書を楽しもう

11月から四種混合予防接種（ジフテ
リア・百日せき・破傷風・不活化ポ
リオ）を開始します。生後３か月に
なったら接種しましょう。
実施医療機関については、健康推進
課まで問合せください。
～ワクチンで防げる病気から子ども
を守りましょう～
■問健康推進課（7６５－７７７９）

長浜市職員を募集します
職種

心理判定員

管理栄養士

採用予定人員

１人

１人

受　　験　　資　　格

次の要件を満たす人

昭和48年４月２日以降に生まれた人で、臨床心理士の資格または臨床発達心理士の資格を有

する人

次の要件を満たす人

昭和48年４月２日以降に生まれた人で、管理栄養士の免許を有する人

【第１次試験日】12月１日(土)
【申込受付期間】11月15日(木)まで
受験申込書は市役所（本庁および支所）にあります。
市ホームページからダウンロードすることもできます。

■問■申長浜市職員選考委員会<人事課内>（〒526-8501 長浜市高田町12番34号　7６５－６５０２）

★受験申込書を郵送で請求する場合は、封筒の表に「○○
受験申込書請求」と朱書きし、あて先を明記した返信用封
筒（角形２号＝33㎝×24㎝の封筒に120円切手を貼った
もの）を同封して下記まで。

たんぽぽクリスマス会

市民交流センター

240人　（各80人）

〒526-0036地福寺町4-36

サンサンランド

7６２－３７１２

わくわくクリスマス会

12月12日(水)

七尾公民館

60人

〒526-0235佐野町47

こどもらんど

7７４－４５６７

のびのびクリスマス会

12月５日(水)１歳～２歳未満

６日(木) ２歳以上

びわ認定こども園内

のびのびらんど

60人　(各30人）

〒526-0116八木浜町26-1

のびのびらんど

7７２－８１７７

あいあいクリスマス会

12月５日(水) 

６日(木)                       

７日(金)

あいあいらんど　　　　

120人（各40人）

〒529-0264高月町柳野中400

あいあいらんど

7８５－５５７７

12月４日(火)：長小学区・その他
６日(木)：長浜南・南郷里・北郷里小学

区・その他
７日(金)：長浜北・神照小学区・その他

市内在住・満１歳以上（12月１日現在）の未就園のお子さんとおうちの人

11月９日（金）～　定員になり次第締切ります

親子ふれあい遊び、うた、パネルシアター、サンタさんと遊ぼう　など

子ども１人　２００円

はがきまたは各センター窓口ヘ（１人１回限り、重複の申込みはできません）
参加親子の氏名（ふりがな）、お子さんの年齢、住所、電話番号をお知らせください。※サンサンランドでは小学校区名もお知らせください。

日 程

時 間

場 所

募集人数

申込み先

問 合 せ

対 象 者

申 込 み

方 法

申込み期間

内 容

参 加 費

10時～11時30分　　　　受付９時40分～

平成24年度分　年末調整説明会開催のお知らせ
年末調整説明会を次の日程で開催します。当日は事前に配布しました書類を持参ください。

※公共交通機関でお越しください。
※長浜文化芸術会館へ車でお越しの際は豊公園の開放駐車場を利用してください。
※会場付近の私有地・路上には絶対に駐車しないでください。 ■問長浜税務署法人課税第１部門

（源泉担当）（7６２－６１４４）

開催日

11月20日（火）

11月22日（木）

開催時間
10時～12時
13時30分～15時30分
13時30分～15時30分

場所

長浜文化芸術会館（大島町）

木之本スティックホール（木之本町木之本）

源泉徴収業務者の皆さんへ


