情報ひろば
お知らせ

講座・教室

催

し

◆「料理教室～プロの味を伝授～」
【と き】２月28日（火）
10時30分〜14時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講 師】スタイリッシュコンフォート
リィネア 伴海 康宏 氏
【対 象】長浜・米原市在住の人
【定 員】10人（初めての人優先）
※応募多数の場合抽選
【メニュー】メジマグロとキヌアのカルパッ
チョ、ハーブサラダ、洋風鯛
めし
【負担金】500円（材料費・保険料含む。
当日徴収）
17時
【申込み】２月２日（木）〜10日（金）
に電話かメールで下記まで。
※日曜日は休場
問・申 長浜地方卸売市場いちば食育隊事務局
（☎６３−４０００）
*nagasijo@mx.bw.dream.jp

有料広告欄
行政書士は法律知識があり許可申請も

弁護士法人

おうみ法律事務所

取扱い範囲が広く相談窓口に最適です

行政書士 × 経営コンサルティング

HP : http://www.ohmi.lawyers-oﬃce.jp
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自治会におすすめ！｢遺言の書き方教室｣セミナーもお任せ下さい
滋賀県長浜市宮司町

平日

～

予約者は土日祝も対応

談

女性の悩み相談
（要予約）

【と

（土）
12時〜16時
き】２月18日
３月 ２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
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）

結婚相談

（木）18時〜20時
【長浜地域】 ２月23日
市民交流センター（地福寺町）
（金）17時〜19時
【浅井地域】 ２月24日
湯田公民館
（内保町）
（金）19時30分〜21時
【びわ地域】 ２月24日
びわ公民館
（難波町）
（金）18時〜20時
【虎姫地域】 ２月24日
虎姫公民館
（田町）
（木）18時〜20時
【湖北地域】 ２月16日
湖北公民館
（湖北町速水）
◆甲種防火管理（新規）講習会
（水）13時〜15時
【高月地域】 ２月８日
（土）
、12日
（日）
【と き】３月11日
高月支所
（高月町渡岸寺）
【ところ】市民交流センター（地福寺町） 【木之本地域】 ２月16日
（木）15時〜17時
【受講料】5,000円
公立木之本公民館（北部振興局内）
（土）10時〜12時
【余呉地域】 ２月25日
（先着順）
【定 員】100人
山村開発センター（余呉町中之郷）
（月）〜３月６日
（月）
【申込み】２月13日
（水）13時〜15時
【西浅井地域】 ２月15日
に受講料を添えて最寄りの消
西浅井公民館
（西浅井支所内）
防署または分署まで直接。
※申込書は各受付場所にあります。
（湖
社会福祉課
（☎６５−６５３６）
北地域消防本部ホームページからダ
市ホームページ
「結婚支援」
ウンロードも可）
で検索またはＱＲコード
問・申 湖北地域消防本部予防課
※いずれの会場も提供できる
（☎６２−５１９４）
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。

長浜米原休日急患診療所
２・３月の診療日のお知らせ
【診療日】２月５日、11日、12日、19日、
26日
３月５日、12日、19日、20日、
26日
【診療時間】９時〜18時
【診療科】内科・小児科
【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
湖北医療サポートセンター
「メディサポ」内
【電話番号】６５―１５２５
※電話は、おかけ間違いのないように
ご注意ください。
※受診時は健康保険証・お薬手帳・母子健
康手帳（乳幼児の場合）をお忘れなく。
※診療日は日曜・祝日・年末年始（12月
30日〜１月３日）です。
健康推進課（☎６５−７７７９）

2月の税・料

国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

９期
９期
８期

不用品交換情報（１月17日現在）
◆ください（無料）
○軽自動車用スタッドレスタイヤ○FAX付
き電話機○電子ピアノ○血圧計○ワープロ
（男の子
（NEC）○卓球台○子ども用自転車
○石油ファンヒーター
用・20インチ）

◆あげます（無料）
○和掛け布団○子ども用自転車
（女 の 子
用・20インチ）○大正琴○小型冷蔵庫○木
製ベッド

※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。
環境保全課（☎６５−６５１３）

第２回広報ながはま写真展
広報ながはまの表紙写真をはじめ、長浜の魅力・四季を感じる写真の数々を展示。第１回とは展示作品を一部変
更します。
（土）
〜３月12日
（日）
期 間 ２月25日
時 間 ９時〜17時
ところ 湖北みずどりステーション（湖北町今西）
観覧料 無料
問

長浜市八幡東町225

代表弁護士 竹内 寛 （滋賀弁護士会所属）

◆世界腎臓デー市民公開講座
慢性腎臓病の予防と治療について、専
門講師による講演会です。
（日）
【と き】３月５日
10時〜11時30分
【ところ】北 ビ ワ コ ホ テ ル グ ラ ツ ィ エ
（港町）
【講 師】①市立長浜病院腎臓代謝内科
責任部長 森田 善方
②滋賀医科大学内科学講座
准教授 荒木 信一 氏
③市立長浜病院栄養科
管理栄養士 古株 陽子
【定 員】100人
【申込み】電話で下記まで。
問・申 市立長浜病院地域医療連携室
（☎６８−２３４６）

■写真展

◎建設業許可･風俗営業許可･農地転用･古物商許可などの許可申請
◎会社設立･定款作成･内容証明･ビザ手続･経営コンサルティング
◎遺言･相続･離婚の相談と手続き･車庫証明･軽自動車の名義変更 等

〒526-0031

（☎６３−２１１１）

相

問

問

◆第５回子育て支援講習会
（土） 10時〜11時30分
【と き】３月４日
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【内 容】子どもの病気と看病の仕方
【参加費】無料

【講 師】赤十字幼児安全法指導員
【対 象】乳幼児を育児中の家族
【定 員】50人程度
【申込み】２月24日（金）までに電話で下記まで。
※託児あり
（要申込）
問・申 長浜赤十字病院社会課

問

◆障害者差別解消法研修会
【と き】２月19日（日） 14時〜16時
【ところ】草津市立市民交流プラザ（草
津市野路）
◆曳山博物館 企画展
「障害者差別解消法ってなぁ
【内 容】講演
シリーズ曳山の美「百花繚乱」
に？〜暮らしが良くなっていく
曳山祭の幕類や舞台障子など普段間近
ための工夫の積み重ね〜」
で見ることのできない装飾品に描かれ
【参加費】無料
る数多くの花をご紹介します。
（月）〜３月12日（日） 【定 員】130人（先着順）
【と き】１月30日
９時〜17時
（入館は16時30分まで） 【申込み】２月12日（日）までに直接また
はFAX、郵送で下記まで。
※会期中無休
問・申 滋賀県障害者社会参加推進センター
（元浜町）
【ところ】曳山博物館
〒525−0072草津市笠山８丁目５−130
【入館料】大人600円、小中学生300円
（☎０７７−５６５−４８３２）
※長浜・米原市の小中学生は無料
０７７−５６４−７６４１
曳山博物館
（☎６５−３３００）

◆歴史講座「乗倉村川嵜家文書から見
る浅井の近世」
（土） 13時30分〜15時
【と き】２月25日
【ところ】浅井図書館（大依町）
【内 容】江戸時代を中心とした膨大な
古文書史料（川嵜家文書）に
ついて、近世の浅井地域と、
そこで暮らした人々の生活の
有り様を古文書や絵図等で紹
介します。
【受講料】500円
【講 師】長浜城歴史博物館
館長 太田 浩司
【定 員】50人
【申込み】電話で下記まで。
問・申 浅井歴史民俗資料館
（☎７４−０１０１）

問

◆スプリングドリルコンサート
県警音楽隊と地元音楽団体による、非
常事態を想定して行う避難訓練&コン
サートです。
【と き】３月12日（日） 13時30分〜
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【入場料】無料（整理券必要）
【配布所】２月７日（火）より、長浜文化
芸術会館、浅井B&G海洋セン
ターなどで配布
※詳しくは下記まで。
（公財）長浜文化スポーツ振興事業団
（☎６３−７４００）
問

問

◆２月は「相続登記はお済みですか月間」です
相続登記をせずに放置すると、手続き
がより複雑になり、時間や費用がかか
るなど思わぬ不利益を受けることがあ
ります。トラブルを防ぎ、自分の権利
を守るためにも早めの相続登記をしま
しょう。大津地方法務局・滋賀県司法
書士会の無料相談会を開催中。
司法書士総合相談センター
（☎０７７−５２７−５５４５）

◆野生獣のいのちをいただく集い
狩猟したイノシシなどの肉「ジビエ」の
焼肉や鍋、鹿カレーに舌鼓をうちなが
ら、いのちの大切さを実感してください。
【と き】３月12日（日） ９時30分〜
（余呉町中之郷）
【ところ】ウッディパル余呉
【参加費】大人1,600円、小人1,100円（清
掃協力費）
【定 員】100人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申 NPO法人湖北有害鳥獣対策協議会
（☎０８０−３８３３−１６１０）

申

問

◆労働時の積雪や路面凍結による転倒
に注意しましょう
冬季における転倒災害防止対策として
下記の点に注意しましょう。
○天気予報に気を配る
○時間に余裕を持って出勤する
○駐車場の除雪・融雪は万全に行い、出
入口などにも注意を払う
○適切な履物、歩行方法などの教育を
行う
※厚生労働省の特設サイトを参照ください。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information
/tentou1501̲25.html
彦根労働基準監督署
（☎０７４９−２２−０６５４）

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（☎６５−６５０４）までご連絡ください。

市民広報課
（☎６５−６５０４）

■風景写真ワークショップ開催
写真展会場で、カメラ初心者を
対象にワークショップを開催しま
す。展示作品の解説とともに写真
撮影の楽しみ方をお伝えします。
（土）
【と き】３月４日
13時30分〜15時30分

【持ち物】デジタルカメラ（一眼レ
フ・ミラーレス一眼など）
【定 員】15人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】電話で下記まで。
問・申 市民広報課
（☎６５−６５０４）
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