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

「滋賀県再生可能エネルギー
振興戦略プラン」意見交換会

本年度、県が検討を進めている「滋
労働時間適正化キャンペーン
賀県再生可能エネルギー振興戦略プ
ラン」策定に向けた、県民の皆さん
滋賀労働局では長時間労働、賃金不払
との意見交換会を実施します。
残業等に関する情報を受付けていま
す。情報は厚生労働省ホームページ 【と き】11月27日(火)
18時30分〜20時
「労働基準関係情報メール窓口」まで
問 滋賀労働局労働基準部監督課
【ところ】勤労者福祉会館 臨湖（港町）
■
（1０７７−５２２−６６４９）
【定 員】50人（先着順）
【申込み】電話で下記まで
水道週間ポスター展
※参加費無料
問■
申 滋賀県地域エネルギー振興室
夏休みに小学生から応募のあった水
■
（1０７７−５２８−３７２１）
道週間のポスター316点の中から、
優秀作品８点を巡回展示します。
展示場所
長浜公民館
リュートプラザ
虎姫文化ホール
近江公民館
長浜水道企業団

期
間
11/17(土)〜11/22(木)
11/23(金)〜11/30(金)
12/02(日)〜12/07(金)
12/08(土)〜12/14(金)
12/15(土)〜12/17(月)

開館時間は会場により異なる。各最
終日は15時まで。
問 長浜水道企業団（1６２−４１０１）
■

教育講演会
〜子どもの心に寄り添う〜
子どもたちが安心して学校生活を送
れるよう、親子の絆について学びま
しょう。
【と き】11月17日(土)13時30分〜
【ところ】南中学校体育館（永久寺町）
【対 象】南中生徒、保護者、地域の人
【内 容】南中吹奏楽部などによる演
奏、講演（坂岡 嘉代子氏
はぐるまの家・和太鼓はぐ
るま代表）、和太鼓演奏
※入場無料、申込不要
※上履き（スリッパ等）をお持ちく
ださい。
※駐車場が狭いため、徒歩・自転
車・乗合でお越しください。
問 南中学校ＰＴＡ（1６２−０９２４）
■

第16回己高庵紅葉茶会
鶏足寺ならびに周辺の里山の紅葉を
楽しむお茶会です。普段着で気軽に
お越しください。自分で点てる無料
茶道体験コーナーやお茶室の見学も
あります。
【と き】11月18日(日)
９時〜13時30分
【ところ】己高庵（木之本町古橋）
【参加費】500円(大広間・野点の二席)
※中学生以下は無料。当日参加でき
ます
問 己高庵
■
（1８２−６０２０）
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県立長浜高等養護学校
冬の販売会

各種花苗、ハボタン苗と寄せ植え、
各種木工・窯業・縫工製品の販売。
【と き】12月１日(土)10時〜12時
【ところ】長浜高等養護学校（平方町）
※長浜高等学校の敷地内
※商品持ち帰り用の袋
・カゴ等をお持ちください。
問■
申 滋賀県立高等養護学校
■
（1６２−０９３０）

人権を守り育てる「長浜市高齢者のつどい」
【と き】12月10日(月)13時30分〜
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講 師】阿部秀彦さん（
「浜姫会」監
督）人権朗読劇サークル
「浜姫会」
【参加費】無料
問 長浜市老人クラブ連合会事務局
■
（1６５−７８２２）または
人権施策推進課（1６５−６５６０）

CuoreほっこMini Concert Vol.5

電話またはEメールで下記
まで
問■
申 長浜地方卸売市場㈱（1６３−
■
４０００ Eメールnagasijo
＠mx.bw.dream.jp）

第６回ふれあい講座
毛糸で簡単な手作り帽子をつくろう!!
女声コーラスグループCuoreほっこが
童謡・ジブリ・映画音楽など親しみの
ある歌をお届けします。※入場無料
【と き】12月16日(日)13時30分開演
【ところ】五先賢の館（北野町）
問 Cuoreほっこ 海北
■
（1７４−２７４０）

曳山博物館企画展
「蛇の道は蛇」

【と き】12月３日(月)13時〜16時
【ところ】市民交流センター
（地福寺町）
【講 師】山岡洋子 先生
【参加費】300円
（別途材料費1,200円〜
1,500円程度必要）
【定 員】20人（先着順）
【持ち物】７〜８号かぎ針
【申込み】11月30日(金)までに電話
で下記まで
問■
申 市民交流センター
■
（1６５−３３６６）

エコドライブ講習

干支が辰から巳に変わるこの時期にぴ
ったりの展示です。宮川祭の曳山で用
いられる見送幕「雲龍図」で今年の干
支辰を見送ります。そして、湖北地域
で雨乞いに用いられた「蛇」から芸北
神楽の大蛇まで、蛇の登場する行事を
紹介し、新たな一年を始めます。
【と き】12月17日(月)〜
平成25年１月20日(日)
【ところ】曳山博物館（元浜町）
【入館料】大人600円 小中学生300円
※市内の小中学生は無料
問 曳山博物館（1６５−３３００）
■

みんなで遊ぼう
クリスマスリース作り
【と き】12月15日(土)
13時30分〜14時30分
【ところ】サンサンランド（地福寺町）
【定 員】30人（先着順）
【対 象】３歳〜小学生
※幼児は保護者同伴
【参加費】無料
【持ち物】はさみ、のり、
作品を入れる袋
【申込み】11月19日(月)〜12月３日(月)
電話または直接下記まで
問■
申 サンサンランド子育て支援センター
■
（1６２−３７１２ ６５−６４３３）

＜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。

講座・教室
魚を食べよう親子料理教室
【と き】12月１日(土)14時〜16時
【ところ】湯田公民館（内保町）
【講 師】下村要策 氏（お食事処水仙）
【定 員】５組(応募者多数の場合抽選)
【対 象】小学４年生以上の子どもと
保護者
【メニュー】魚を使った料理とその他１品
【参加費】１組500円（材料費・保険
料含む）当日徴収します。
【持ち物】エプロン、三角巾、出刃包
丁、包丁、まな板、持ち
帰り用タッパ―、ふきん
（数枚）、筆記用具
【申込み】11月22日(木)17時までに

地球にやさしい運転の仕方を学びま
せんか？講習前後の燃費の差を体験
してください。
【と き】12月14日(金)
９時〜12時
【ところ】長浜自動車学校
（加田町）
【定 員】27人（先着順）

【申込み】住所、氏名、参加人数を電
話またはFAXで下記まで。
※参加費無料、運転免許証をお持ち
ください。
問■
申 環境保全課（1６５−６５１３
■
FAX６５−６５７１）

相

談

風俗環境浄化のための巡回相談
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】11月20日(火)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）
■

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】12月７日(金)
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）
■

不用品交換情報（11月１日現在）
ください（無料）
○自転車（幼児用・大人用）○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○液
晶テレビ○ベビーカー○ワープロ
○ビデオデッキ○洗濯機○カセッ
ト付きラジオ○漬物石○オープン
リールレコーダー○工業用動力ミ
シン○むしろ○介護用電動ベッド
○ジュニアシート
ゆずってください（有料）
○卓上用本縫いミシン○ワープロ
○工業用動力ミシン
あげます（無料）
○電気あんか○ベビーカー○水道
工事用ビニール管○スチール製事
務机○加湿器○プリントごっこ○
カメラ○ポータブルトイレ○回転
ハンガー○古いトランク○応接セ
ットの長いす○一面鏡○梱包用ク
ッション材○編み機○アナログテ
レビ○レーザーディスク
ゆずります（有料）
○ワープロ○引き戸のタンス○布団
用敷きマット○電気ポット○３ＷＡ
Ｙスピーカー（１対）○業務用掃除
機○ベビーベッド○バレエシューズ
（赤、21ｃｍ）○スノータイヤ
（175/60 Ｒ14）○クーラー○電動
ミシン（大型）
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お詫びと訂正

問 環境保全課(765−6513)
■
※現物は保管していません

広報ながはま11月１日号31頁催し・行事に誤りがありました。お詫びして訂正します。
誤）映画「ちづ子」鑑賞とトークショーの開催 → 正）映画「ちづる」鑑賞とトークショーの開催

「湖北・長浜ふるさと夏まつり市民の会」募金のご報告とお礼
多くの市民の皆さんから、夏まつりへの募金をお寄せいただき、誠にありがとうございました。
募金活動(7/1〜9/30)の結果を報告します。

募金総額：４,１６３,１５１円

湖北・長浜ふるさと夏まつり市民の会がお預かりした募金は、各実行委員会で活用していただきました。
＜お届け先＞
あざいあっぱれ祭り実行委員会(浅井地域)、とらひめまつり大会委員会(虎姫地
域)、こほく地域フェスティバル委員会(湖北地域)、びわ地域まつり実行委員会
(びわ地域)、ふるさと夏まつり実行委員会(木之本地域)、観音の里ふるさとま
つり実行委員会(高月地域)、かわそサマーフェスティバル実行委員会(余呉地
域)、水の駅夏まつり実行委員会(西浅井地域)、長浜花火実行委員会(長浜地域)
※湖北・長浜ふるさと夏まつり市民の会とは

市内の夏まつり行事の開催に協力し、夏まつりを市民の皆さんにPRすることで、市

の一体感の醸成と郷土文化の向上、観光開発につなげることを目的とした市民団体。

問 湖北・長浜ふるさと夏まつり市民の会事務局〈観光振興課内〉
（7６５−６５２１）
■
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