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弁護士に気軽に
相談できます

催　し
♦きゃんせ土曜市
【と　き】	 12月14日（土）11時～13時
【ところ】	 長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】	 みかんの特売セール（天候

により変更あり）、三角くじ
抽 選 会、100円・200円・
300円均一コーナー、うど
ん・そば・おにぎり・いなり
寿司コーナー

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

♦YOU 弁 IN NAGAHAMA 2013
外国人・日本人によるスピーチ大会と
交流会をお楽しみください。
【と　き】	 12月14日（土）
	 13時30分～16時
【ところ】	 国際文化交流ハウスGEO
	 （神照町）
【参加費】	 500円（NIFA会員は無料）
【内　容】	 母国語以外でのスピーチ、ク

リスマスパーティー（ダン
ス・ビンゴ）

問NPO法人長浜市民国際交流協会
（NIFA）（☎６３－４４００）

◇第２回こほくイルミの広場
昨年復活した110体のイルミネーショ
ン。いろんな人の思いが込められた、
やさしくあたたかな光を、ぜひご覧く
ださい。
【点灯式】12月14日（土）17時～
【ところ】湖北支所西側 8号沿いの公園
【期　間】	 12月14日（土）～１月13日

（月・祝）
【点灯時間】17時～21時
問速水学区・地域づくり協議会
（☎７８－１２８７）

♦サンサンランドからのお知らせ
●クリスマスかざりをつくろう
【と　き】	 12月14日（土）
	 13時30分～14時30分
【対　象】	 市内の４歳～小学生
	 （幼児は保護者同伴）

【定　員】	 30人（先着順）
【持ち物】	 のり、はさみ、作品を入れる袋
【参加費】	 無料
●幼児・乳児安全法講習会
子どもに起こりやすい事故の予防と手
当を学びます。
【と　き】	 12月16日（月）
	 10時～11時30分
【定　員】	 50人（先着順）
【託　児】	 子ども１人100円（先着25人）
※参加費無料、どなたでも参加できます。
●書道教室
筆の持ち方や筆づかいを学びます。
【と　き】	 12月22日（日）
	 小学3・4年生	９時～10時20分
	 小学5・6年生	10時30分～12時
【講　師】	 西川	慶子先生
【定　員】	 各回20人（先着順）
【持ち物】	 太筆、墨汁２本、文鎮、墨池、
新聞紙１日分、雑巾、手拭タオル

【参加費】	 100円（半紙代込）
※汚れても良い服装でお越しください。

《共通事項》
【ところ】	 サンサンランド（地福寺町）
【申込み】	 12月２日（月）から電話また

は直接下記まで
問 申サンサンランド（☎６２－３７１２）

♦イベント情報
福滋県境交流促進協議会は、湖北・湖
西の３市（長浜市・米原市・高島市）
と福井県嶺南６市町（敦賀市・美浜町・
若狭町・小浜市・おおい町・高浜町）
で構成。県境を越えて交流を深め、連
携・協力していくことで、それぞれの
魅力あるまちづくりに役立てていくこ
とを目的としています。
12月～１月末にかけて各市町で開催さ
れるイベントをお知らせしますので、
お楽しみください。
※イベントの詳細は、各問合せ先まで
●全国発酵食品サミットinたかしま
【と　き】	 12月７日（土）～８日（日）
【ところ】	 高島市民会館（高島市今津町

中沼）
問高島市商工会
　（☎０７４０－３２－１５８０）

●水中綱引き（国選択無形民俗文化財
で豊漁を祈願する伝統行事）
【と　き】	 １月19日（日）
【ところ】	 美浜町日向地区
問美浜町観光協会
　（☎０７７０－３２－０２２２）
●敦賀西町の綱引き（国重要無形民俗
文化財で豊漁・豊作を占う民族行事）
【と　き】	 １月19日（日）
【ところ】	 旧西町通り（敦賀市相生町）
問敦賀市文化振興課
　（☎０７７０－２２－８１５２）

募　集
♦長浜ローターアクトクラブ
　「１，２のサンタ」
長浜ローターアクトクラブのメンバー
がサンタクロースに扮し、ご家庭にお
菓子のプレゼントをお届けします。
【と　き】	 12月24日（火）18時～21時
【対　象】	 旧長浜・びわ・浅井地域の

未就学児
【定　員】	 80家族（応募多数の場合は

抽選）
【申込み】	 往復はがきに住所、氏名、電

話番号、お子さんの人数と名
前(ふりがな）、年齢、性別、家
への行き方を記入し下記ま
で（12月６日（金）必着）

問 申長浜ロータリークラブ事務局内　
長浜ローターアクトクラブ
「１，２のサンタ」係（〒526-0067　
港町4-17　☎６３－３５００）

講座・教室
♦食育・料理講習会
おいしく安全な幼児食の調理実習を通
じて「食」の大切さを再認識しましょう。
【と　き】	 12月21日（土）
	 10時～13時30分
【ところ】	 六荘公民館（勝町）
【内　容】	 クリスマスメニュー
【対　象】	 未就学児と保護者

【定　員】	 20組（先着順）
【参加費】	 １人200円（３歳以下無料）
【持ち物】	 エプロン、三角巾
【申込み】	 12月19日（木）までに電話で

下記まで
問 申ひよこ乳児保育園
　（☎６３－８８９２）

♦迎春用池坊流生け花講習会
【と　き】	 12月26日（木）
	 13時～15時
【ところ】	 長浜市民交流センター
	 （地福寺町）
【講　師】	 岸本	逸光先生
	 （サークル「いけばな（池坊）」）
【参加費】	 3,000円（材料費込）
【定　員】	 20人（先着順）
【持ち物】	 湯のみ（花器として使用）、

ハサミ、タオル、ごみ袋、
新聞紙

【申込み】	 12月22日（日）までに参加費
を添えて直接下記まで

問 申長浜市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

相　談

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（☎６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】	 12月３日（火）	10時～14時
	 12月21日（土）	12時～16時
	 １月７日（火）	10時～14時
【ところ】	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
　　　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　　　（☎６５－３３６６）

12月の税・料
　固定資産税・都市計画税　４期
　国民健康保険料 ７期
　介護保険料 ７期
　後期高齢者医療保険料 ６期

結婚相談
【長浜地域】	 12月19日(木)18時～20時
	 長浜市民交流センター（地福寺町）
【浅井地域】	 12月20日(金)17時～19時
	 湯田公民館（内保町）
【びわ地域】	 12月20日(金)19時30分～21時
	 びわ公民館（難波町）
【虎姫地域】	 12月20日(金)18時～20時
	 虎姫時遊館（三川町）
【湖北地域】	 12月15日(日)18時～20時
	 湖北福祉ステーション・高齢

者福祉センター（湖北町速水）
【高月地域】	 12月11日(水)13時～15時
	 高月公民館（高月町渡岸寺）
【木之本地域】	 12月19日(木)15時～17時
	 公立木之本公民館（北部振興局内）
【余呉地域】	 12月21日(土)10時～12時
	 山村開発センター（余呉町中之郷）
【西浅井地域】	 12月18日(水)13時～15時
	 西浅井公民館（西浅井支所内）
問社会福祉課
　（☎６５－６５３６）
　市ホームページ
　「結婚相談」で検索
　またはQRコード
※いずれの会場も
　提供できる情報は同じです。

不用品交換情報（11月18日現在）
♦ください（無料）
○エレクトーン○日本人形○ハンドミキ
サー○ブレンダー○ミルサー○自転車
（子ども用・幼児用・婦人用・大人用）
○冷蔵庫（家族用・小型）○フードプロ
セッサー○冷凍庫○ゆたんぽ○ビデオ
デッキ○携帯電話○携帯電話用充電器
○木製の臼と杵○グランドゴルフクラブ
○電子レンジ○ホームこたつ（布団等一
式）○三輪車○エンジンチェーンソー○
足踏みミシン○子ども用自転車ヘルメッ
ト○子ども乗せ自転車（前後カゴ付）○
３人掛けソファ○夫婦座布団○掃除機○
洗濯機（二層式・全自動）○プロパン用
ガスコンロ○炊飯器（５合以上）○ペー
パーカッター（裁断機）
♦ゆずってください（有料）
○ハンドミキサー○ブレンダー○ミル
サー○フードプロセッサー○冷凍庫○自
転車（大人用）○エンジンチェーンソー
○ミニ耕運機○ポータブルミシン
♦あげます（無料）
○会議用長机（和室用）○アナログテレ
ビ○ビデオデッキ○水屋○植木鉢○電
気鍋○子ども用着物の結び帯○ウェイト
トレーニング用重り（足用・1kb）○エ
レクトーン○木製のテレビ台○学習机○
乳幼児用の椅子○食器棚○洗濯機（二
層式）○製図用ドラフター○日本人形○
ベビーベッド
♦ゆずります（有料）
○門扉○エレクトーン○布団干し○チェ
スのキャラクター商品○家庭用電気生ご
み処理機○自転車（幼児用）○マッサー
ジチェア○座敷机○木製椅子のセット
（長椅子・一人用椅子）○ベッド用補助
食卓テーブル○リクライニング式折り畳
みベッド○冷蔵庫（小型）○石油ファン
ヒータ○本棚付きのおもちゃ箱○座布団
（８枚）○勉強机と椅子○テレビ台（部
屋の角用）
※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、利用者双方の
話合いで決定していただきます。
問環境保全課（☎６５−６５１３）

長浜米原休日急患診療所
12・1月の診療日のお知らせ
【診療日】	12月１日、８日、15日、

22日、23日、29日、
	 30日、31日
	 １月１日、２日、３日、５日、

12日、13日、19日、26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】	湖北医療サポートセンター

「メディサポ」内
	 （宮司町1181－2）
【電話番号】	６５－１５２５
※	受診時は保険証・お薬手帳をお忘れなく。
※	電話番号はお間違えのないようご注
意ください。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

有料広告欄
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