
◆大人の英会話・韓国語市民講座
基本的な挨拶から買い物や道案内など、
外国人講師と楽しく学習します。
【と　き】  ４月18日、25日、５月９日、

16日、23日、30日、６月６日、
６月13日

　　　　 韓国語　18時～19時
　　　　 英会話　19時30分～20時30分
【ところ】臨湖（港町）
【参加費】各5,000円（全８回）
※別途教材費2,000円をいただきます。
【定　員】各15人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申国際文化交流協会
（☎０７２５－２２－０１６８）

◆家庭料理教室
手軽に家庭料理を学びませんか。
今晩にも間に合うレシピで楽しいひと
ときを過ごしましょう。
【と　き】４月～平成30年３月　
　　　　 毎月第３金曜日９時30分～13時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【参加費】15,000円（12回分）　
※初回に集金します。
【対　象】市内在住の人
【定　員】20人
【申込み】  ３月25日（土）までに電話で下

記まで。
問・申栄養ケアステーションいぶき
　　 中澤（☎０９０－１４４８－８７５０）

相　　談
◆相続・年金合同相談会
税理士、社会保険労務士、司法書士が
相談対応します。
【と　き・ところ】
３月18日（土）　９時30分～14時30分
　公立木之本公民館（木之本町木之本）
３月20日（月）　９時30分～14時30分
　長浜サンパレス（八幡中山町）
※参加無料・申込不要
問合同相談会グループ
　（☎７８－２０９６）

３月の長浜市民献血デーに
ご協力ください

【受付時間】10時～12時、13時～15時30分
★400mL全血献血をお願いします。
※ 詳しくは滋賀県赤十字血液センター
ホームページまで。

　（http://shiga.bc.jrc.or.jp/）

３月11日（土）　西友長浜楽市店駐車場
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不用品交換情報（２月10日現在）

◆ください（無料）
○囲碁セット○将棋セット○臼と杵○こた
つ布団○洗濯機（全自動・二槽式）○小型冷
蔵庫○食卓テーブルとイス○二槽式洗濯機
○ラミネーター○ミニコンポ○全自動洗濯
機○ベビーラック○冷蔵庫（大きめ）○ホッ
トカーペット○子ども用自転車（男の子用）
○石油ファンヒーター

◆あげます（無料）
○電子ピアノ○学習机○折りたたみパイプ
ベッド○おまる○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。

問環境保全課（☎６５－６５１３）

３月の税・料
国民健康保険料 10期
介護保険料 10期
後期高齢者医療保険料 ９期

長浜米原休日急患診療所
３・４月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ３月５日、12日、19日、20日、
26日

　　　 　 ４月２日、９日、16日、23日、
29日、30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。

問健康推進課（☎６５－７７７９）

【長浜地域】３月23日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】３月24日（金） 18時～20時
湯田公民館（内保町）

【びわ地域】３月24日（金） 19時30分～21時
びわ公民館（難波町）

【虎姫地域】３月24日（金） 18時～20時
虎姫公民館（田町）

【湖北地域】３月16日（木） 18時～20時
湖北公民館（湖北町速水）

【高月地域】３月８日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ３月16日（木） 15時～17時
公立木之本公民館（北部振興局内）

【余呉地域】３月25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】 ３月15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

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　３月25日（土）　12時～16時
　　　　 ４月６日（木）　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）

有料広告欄

情報ひろば 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。

弁護士法人

おうみ法律事務所

〒526-0031　長浜市八幡東町225
代表弁護士  竹内  寛 （滋賀弁護士会所属）
HP : http://www.ohmi.lawyers-office.jp

南彦根教室南彦根駅西口から徒歩15分

〒522-0041彦根市平田町９２４
ヴィラロンシャン１０１
minamihikone@at-school.jp

3月開講！生徒募集中
☎ 0749-30-9905

3/12( 日 )13時～ 教室説明会開催

進路相談 /個別指導 /発達支援 /障害児支援

お知らせ
◆災害警備訓練
災害時を想定した本格的な災害警備訓
練等を間近で見よう。
【と　き】３月10日（金） 11時30分～13時
【ところ】長浜楽市（八幡東町）
【内　容】  災害救助訓練、信号機の復旧

訓練、警察車両の展示、災害
派遣状況のパネル展示

問長浜警察署（☎６２－０１１０）

◆水草たい肥の無料配布
琵琶湖の水草をたい肥化し、無料配布
します。
【と　き】３月12日（日）　９時～13時
【ところ】奥びわスポーツの森北側
　　　　 （早崎町）
問（公財）淡海環境保全財団

　 （☎０７７－５６９－５３０１）
  県琵琶湖政策課（☎０７７－５２８－３４６３）

催　　し
◆きゃんせ土曜市
【と　き】３月11日（土）　11時～13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内　容】  いちごの特売セール、お菓子

が当たるお楽しみゲーム（先
着順、なくなり次第終了）、
うどん・そば・いなり寿司・
おにぎりコーナー

問長浜地方卸売市場（☎６３－４０００）

◆成年後見受任者情報交換会
後見活動が行いやすくなる情報交換や、
後見人同士の交流を行います。
【と　き】３月16日（木）　14時～16時
【ところ】市役所本庁舎西館３階
　　　　 ３－Bコミュニティルーム
【内　容】
●情報交換会「後見事務報告の実際」
　情報提供者:司法書士　菅原 信道 氏
●意見交換会

【定　員】20人（先着順）
【対　象】  成年後見受任者（第三者後見

人、親族後見人）
【申込み】  ３月10日（金）までに電話で下

記まで。
問・申成年後見・権利擁護センター

　　 木之本センター（☎８２－５４１９）

◆第24回伊香高校文化部合同発表会
美術、茶華道、吹奏楽、ホームメイキ
ング、科学など各クラブが日頃の活動
の成果を発表します。
【と　き】３月18日（土）　10時～15時
【ところ】  きのもと交遊館（木之本町木之本）
【入場料】無料
問伊香高校（☎８２－４１４１）
◆国際ソロプチミスト長浜
　第14回チャリティーバザー
会員持ち寄りの品を格安で販売します。
【と　き】３月23日（木）　10時～15時
【ところ】長浜ロイヤルホテル（大島町）
【入場料】500円（飲み物付）
問堀江 節子（☎５５－００５４）

◆洋らん展
「はまらん会」会員が丹精こめて育てた
洋らんを、ぜひご覧ください。
【と　き】３月24日（金）～26日（日）
　　　　 10時～17時（最終日は16時まで）
【ところ】まち家横町（元浜町）
問はまらん会　辻（☎６３－７８２２）

◆ながはま見守り活動フォーラム2017
【と　き】３月25日（土）　10時～12時
【ところ】湖北文化ホール（湖北町速水）
【内　容】
● 基調講演「孤立を防ぐ地域のつながり方
　～孤立死・孤独死から考える地域づくり～」
　講師:愛知県立大学教育福祉学部准教授
　　　 松宮 朝 氏
● 活動発表
①一の宮自治会　吉村 三津子 氏
②井口自治会　　岡島 義孝 氏
【参加費】無料
【対　象】  地域福祉活動・見守り活動に

関心のある人

【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜市社会福祉協議会 地域福祉課

　　（☎６２－１８０４）

◆英語で話そうお花見パーティー
　“OHANAMI party in English!”
お花見でゲームや食事をしながら楽し
く交流しよう。
【と　き】４月９日（日）　11時～13時
【ところ】豊公園（公園町）
※ 雨天時は多文化共生・国際交流ハウ
スGEOで交流会になります。

【参加費】1,000円（小学生は500円）
※軽食付き
【定　員】20人（先着順）
【申込み】  ３月31日（金）までに電話で下

記まで。
問・申多文化共生・国際交流ハウスGEO 

　　（☎６３－４４００）

講座・教室
◆魚のさばき方教室
鯛など２品をさばきます
【と　き】３月22日（水）　14時～16時
【ところ】近江公民館（米原市顔戸）
【定　員】10人（定員を超えた場合抽選）
※初めての人優先
【参加費】  1,000円（当日払い。材料費・

保険料含む） 
【持ち物】  エプロン、三角巾、出刃包丁、

刺身包丁、まな板、タッパー、
ふきん数枚

【対　象】長浜市または米原市在住の人
【申込み】  ３月１日（水）～10日（金）17時

までに電話で下記まで。また
はメールで下記まで。

※８日（水）・日曜日休み
問・申長浜地方卸売市場

　　（☎６３－４０００）

　　 *nagasijo@mx.bw.dream.jp
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