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有料広告欄

外壁 

電気は取扱いを誤ると感電や火災の
原因になります。下記の点に気をつ
けてください。
○電気はムダなく安全に使いましょう
○自家用設備の電気事故は、適切な
保守点検と計画的な更新で防ぎま
しょう

○地震、雷、風水害などの自然災害
に備え、電気の安全に努めまし
ょう

■問関西電気保安協会彦根営業所
（7０７４９－２３－０３５４）

建退共制度とは建設現場で働く人が
退職したときに業界全体で退職金を
支払う制度です。建設業を営む事業
主が加入でき、掛金は１人日額310
円です。
※詳細は建退共HPをご覧ください。
■問建退共滋賀県支部
（7０７７－５２２－３２３２）

戦中戦後の長浜を振り返り、地域に残
されたものや生活に焦点をあてます。
【会　期】９月13日(日)まで

※月曜日、祝日の翌日は休館。
【会　場】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【入館料】大人300円 小中学生150円
※長浜・米原両市の小中学生は無料
■問浅井歴史民俗資料館（7７４－０１０１）

大人も子どもも楽しめます。友達同士
や家族でご参加ください。参加無料。
【と　き】８月６日(木)18時30分～
【ところ】虎姫公民館(田町)
【講　師】バルーンパフォーマー アキ
■問とらひめまつり大会委員会事務局
(7７３－４０６０) 

【と　き】８月８日(土)11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町）
【内　容】特売セール、福引抽選会

(空くじなし）、うどん・そ
ば・おにぎり・いなり寿司
コーナー、青果・鮮魚販売
コーナー

■問長浜地方卸売市場(7６３－４０００) 

【と　き】８月16日(日)10時～(9時受付)
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【対　象】アマチュアならどなたでも
【参加費】一般2,000円、中高大学生

1,500円、小学生1,000円
(昼食付き)

※申込不要。クラスごとに賞品あり。
※詳しくは日本将棋連盟長浜支部HPで。
■問日本将棋連盟長浜支部
(7０９０－８５７８－２５４３）

基調講演とパネルディスカッション。
【と　き】８月30日(日)

13時30分～16時35分
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町）
【内　容】
① 知っておきたい今後のがん治療
北海道がんセンター
名誉医院長　西尾　正道 氏
②湖北、滋賀のがん治療
―放射線治療を中心に―
市立長浜病院
放射線治療センター長　伏木　雅人氏
※申込不要。参加無料。
■問市民のためのがん治療の会滋賀県支部
（5６４－０５８８）

comshiga@gmail.com

食事や会話を楽しみながら交流しませんか。
【と　き】９月２日(水)18時～20時
【ところ】長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスGEO
ジ オ

(神照町)
【参加費】1,000円【定員】８人(先着)
【申込み】８月21日(金)までに下記まで。
■問･申長浜市多文化共生・国際文化交流

ハウスGEO (7６３－４４００)
※木曜日・祝日の翌日は休館

【と　き】９月５日(土)
13時30分～16時

【ところ】草津市立市民交流プラザ
(草津市野路１丁目)

【内　容】講演、体験談発表、交流会
(悩みや問題を語り合う)

【講　師】滋賀医科大学医学部附属病院
皮膚・排泄ケア認定看護師
河村　光子 氏

【対　象】50代位までのオストメイト
※予約不要、参加無料。

■問 (公社)日本オストミー協会滋賀県支部
(7０７７－５６２－１７７３)

ネイティブスピーカーと交流できる
外国語教室を見学しませんか。
【と　き】８月19日(水)、 23日(日)、

25日(火)
【ところ】長浜市多文化共生・国際文

化交流ハウスGEO
ジ オ

(神照町)
【内　容】英語、ポルトガル語、韓国

語、スペイン語
※参加無料。詳細、申込みは下記まで。
■問･申長浜市多文化共生・国際文化交流

ハウスGEO (7６３－４４００）
※木曜日・祝日の翌日は休館。

国道365号沿い(プラザふくらの森周
辺)に平成28年度中オープン予定の道
の駅の名称を募集します。
【締切り】８月15日(土)
【応　募】はがきに①名称②理由③住

所④氏名⑤電話番号⑥年齢
⑦性別を記載し、下記まで。

※採用者に地域特産品プレゼント。
■問･申東浅井商工会(7７４－０１９４)

〒５２６－０２４４ 内保町301

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課（7６５－６５０４）までご連絡ください。情報ひろば 

◆道の駅(仮称)森の駅　名称募集

◆８月は電気使用安全月間です

◆建退共に加入しましょう

◆バルーンアート教室＆ショー

◆企画展「第13回終戦記念展
―くらしとものにみる昭和史―」

◆第50回長浜市長杯争奪将棋大会

◆アウグスブルク市青年使節団交流会

お知らせ 【試験日】９月20日(日) 
【ところ】滋賀大学教育学部

(大津市平津)
【受付期間】８月１日(土)～31日(月)
※詳しくは県警察HPで。
■問滋賀県警察本部警務課採用係
（7０１２０－２０４－３１４）

【と　き】10月４日(日)９時～17時
※雨天中止

【ところ】浅井文化スポーツ公園(大依町)
【参加費】１人500円
【定　員】午前：ダブルス(男子、女

子、ミックス、初心者)20組
午後：ジュニア(小中学生)
シングルス20人

【申込み】９月11日(金)までに①氏名
②電話番号③出場種目をメ
ールで下記まで。

■問･申長浜テニス協会
nta_enjoy@yahoo.co.jp

【と　き】10月11日(日)10時～15時
【ところ】臨湖(港町)
【出店料】室内(２×２ｍ)1,000円

屋外(３×２ｍ)700円
【申込み】８月31日(月)までに電話ま

たは直接下記まで。
※申込締切後抽選。

■問･申臨湖(7６５－２１２０) 

湖北の生産者と消費者を結ぶイベント。
【と　き】10月24日(土)、25日(日) 
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【出店料】１日１区画(2.5×2.5m)

1,000円
【募集数】20～30区画
【申込み】８月31日(月)までに下記まで。
■問･申長浜バイオ大学　渡邉

(7０８０－２６１５－１７２０) 

【と　き】11月７日(土)、８日(日)
10時～16時

【ところ】滋賀大学経済学部
(彦根市馬場)

【出店料】１区画(３×３ｍ)500円
※両日出店の場合700円

【募集数】各日 屋外50 屋内60
【申込み】インターネット・郵便は９

月30日(水)まで。電話・
FAXは８月24日(月)～30
日(日)。※先着順。

※詳しくは滋大祭実行委員会HPで。
■問･申滋大祭実行委員会

(7/5０７４９－２７－１１３７)

◆第２回滋賀県警察官採用試験 ◆滋賀大祭フリーマーケット出店者募集

◆エンジョイテニス大会出場者募集

◆フリーマーケット出店者募集

◆命洸祭農産物直売所出店者募集

催　し

講座・教室
相　談

募　集

◆きゃんせ土曜市 ◆若い年代のオストメイト交流会

◆外国語で話してみよう
◆市民のためのがん治療の会講演会
「がんは放射線でここまで治る」

Eメール 

Eメール 

5,000

不用品交換情報(7月10日現在)
ください（無料）
○キャンプ用品（ランタン、テーブル、イ
ス調理器具）○保温ジャー○冷蔵庫○ぶら
さがり健康器○リアカー（小）○ミシン
アイロン○腹筋トレーニングマシーン○キ
ャンプ用品（テント、バーベキューコンロ、
タープ、寝袋）○長机○アコーディオンカ
ーテン○水槽○マッサージチェア○介護用
ベッド（リクライニング式）○自転車（大
人用・子ども用）○夫婦座布団○二槽式洗
濯機

ゆずってください（有料）
○長机○介護用ベッド（リクライニング式）
○二槽式洗濯機

あげます（無料）
○枕中材用パイプ○LPガス湯沸かし器（プ
ロパン）○木製ベビーゲート(取付け用)

ゆずります（有料）
○折りたたみ自転車○自転車（大人用・婦
人用）○琴一式○子ども用三輪車○窓用エ
アコン○三味線

※現物は保管していません。
※市は取次ぎのみで、両者の話合いで
決定していただきます。

■問環境保全課(7６５－６５１３)

８月の税・料
国民健康保険料　　　　　　 ３期　
介護保険料　　　　　　　　 ３期
後期高齢者医療保険料　　 ２期

【診療日】８月２日、９日、16日、
23日、30日
９月６日、13日、20日、
21日、22日、23日、27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
【電話番号】６５－１５２５
【診療科】内科、小児科
※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（7６５－７７７９）

長浜米原休日急患診療所
８・9月の診療日のお知らせ

【と　き】８月６日(木)10時～14時　　
８月22日(土)12時～16時
９月３日(木)10時～14時

【ところ】市民交流センター和室
【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)

女性の悩み相談(要予約)【長浜地域】８月27日(木)18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】８月28日(金)18時～20時
湯田公民館(内保町）

【びわ地域】８月28日(金)19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】８月28日(金)18時～20時
虎姫時遊館（三川町）

【湖北地域】８月20日(木)18時～20時
湖北公民館(湖北町速水）

【高月地域】８月12日(水)13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】８月20日(木)15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】８月22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】８月19日(水)13時～15時
西浅井公民館（西浅井支所内）

■問社会福祉課(7６５－６５３６)
市ホームページ「結婚支
援」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。
※登録の有効期限は３年です。再登録を希望す
る人は、各会場で申請をお願いします。

結婚相談




