
※応募資格、試験日等の詳細は下記まで。
問 自衛隊滋賀地方協力本部　彦根地域
事務所（☎０７４９－２６－０５８７）

相　　談
◆福祉のお仕事探し出張相談
福祉の仕事探しについて相談をお受け
します。気軽にお立ち寄りください。
【と　き】４月14日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】市役所湖北支所（湖北町速水）
※ 完全予約制です。前日17時までに下
記へ申込みください。

問・申湖北介護・福祉人材センター
　　（☎６４－５１２５）
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不用品交換情報（３月10日現在）

◆ください（無料）
○座椅子○２口ガスコンロ○二槽式洗濯機
○和布団（上下一式）○パソコン（メーカー
は問わない）○チャイルドシート○カロム
○液晶テレビ（14～19インチ）○一般用自
転車○一輪車（スポーツ用）○子ども用自転
車（女の子用）○卓球台○CDラジカセ○電
子ピアノ○将棋セット

◆あげます（無料）
○囲碁セット（足付き碁盤+碁石）○小型冷
蔵庫（１ドア・高さ50cm）

※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。

※有料による不用品交換
問環境保全課（☎６５－６５１３）

長浜米原休日急患診療所
４・５月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ４月２日、９日、16日、23日、
29日、30日

　　　 　 ５月３日、４日、５日、７日、
14日、21日、28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】４月27日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】４月28日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】４月28日（金） 19時30分～21時
びわまちづくりセンター（難波町）

【虎姫地域】４月28日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】４月20日（木） 18時～20時
湖北まちづくりセンター（湖北町速水）

【高月地域】４月12日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ４月20日（木） 15時～17時
木之本まちづくりセンター（北部振興局内）

【余呉地域】４月22日（土） 10時～12時
余呉山村開発センター（余呉町中之郷）

【西浅井地域】 ４月19日（水） 17時～19時
西浅井まちづくりセンター（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】　４月15日（土） 12時～16時
　　　　 ５月11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
　（☎６５－６５５６専用ダイヤル）
　土日：市民交流センター
　（☎６５－３３６６）

やさしい日本語でコミュニケーションを
■多文化共生という言葉を知っていますか
　互いの国籍や民族、文化の違いを尊重し、ともに暮らすことを多文化共生
と言います。災害時などに備えて、日頃から外国人市民と交流を図り、多文
化共生のまちづくりにご協力をお願いします。
■「やさしい日本語」を使いましょう
　やさしい日本語のやさしいには、「単純でわかりやすく易しい」と「他人に
対して思いやりがあり優しい」の２つの意味があります。日本語があまり話
せない外国人には、次の点に気をつけてやさしい日本語で話しましょう。
① ゆっくり話す　② 短く区切って、長く話さない　③ 尊敬語・謙譲語を使い
すぎない　④ 難しい単語は、日常的によく使う言葉に言い換える
（例）  記入→書く　返却→返す　⑤ カタカナ外来語はなるべく使わない
⑥ 方言に注意する
問市民活躍課（☎６５−８７１１）

納付月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

納付期限 5月31日
（水）

6月30日
（金）

7月31日
（月）

8月31日
（木）

10月2日
（月）

10月31日
（火）

11月30日
（木）

1月4日
（木）

1月31日
（水）

2月28日
（水）

4月2日
（月）

市県民税 前納
１期 ２期 ３期 ４期

固定資産税
都市計画税

前納
１期 ２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険料（税） 前納
１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期

介護保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期
後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

納付カレンダー

※９月・12月・３月の各末日は取扱金融機関の休業日にあたるため、納付期限は翌営業日になります。
※65歳以上の人で、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のうち、年金からいただく分については、支給時に振替となります。

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

催　　し
◆English カフェ
ケーキを楽しみながら英語で２時間フ
リートークしませんか。
【と　き】４月21日（金）　19時～21時
【ところ】  多文化共生・国際文化交流ハ

ウスGEO（神照町）
【参加費】500円（ケーキ、コーヒー付き）
【定　員】15人（先着順）
【対　象】英会話初級以上の人
【申込み】  ４月19日（水）までに電話で下

記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　（☎６３－４４００）

◆長浜農業高校　春の農産物販売会
実習で生産した農産物や加工品を販売
します。
【と　き】４月22日（土）　９時～12時
【ところ】長浜農業高等学校（名越町）
【販売物】野菜苗、花苗、食品加工物など
※ 野菜苗は販売数に限りがあります。ご
了承ください。

問長浜農業高等学校 農場（☎６２－０９６７）

◆第67回長浜ひょうたんボウル
日本３大フットボールのひとつ「長浜
ひょうたんボール」を今年も開催します。
【と　き】４月29日（土）
【ところ】長浜バイオ大学ドーム（田村町）
【日　程】
10時～   市立南中学校　対　ビワ

コJrパンサーズ・同志社国
際・京都CB合同

11時40分～   市立西中学校　対　高槻中
学校

14時30分～   立命館パンサーズ　対　中
央大学ラクーンズ

17時30分～   虎姫ワイルドウルフ　対　
ビワレイクサーペンツ

 ノースレイクファイヤーズ
 彦根レッドナイツ
※ 屋外グラウンドでフラッグフット
ボールも同時開催（10時～14時）

【入場料】
高校生：前売　500円（当日 600円）
一　般：前売1,000円（当日1,200円）
※中学生以下無料
【前売場所】アルプラザ長浜ほか
問滋賀県アメリカンフットボール連盟
　八木（☎０７７－５３７－０２３２）

講座・教室
◆硬式テニス春季スクール受講生募集
【と　き】  ４月26日、５月10日、17日、

６月６日、28日、７月６日、
19日、８月２日

　　　　 19時30分～21時
【ところ】長浜バイオ大学ドーム（田村町）
【対　象】11歳以上の初級者
【受講料】7,000円（全８回）
【定　員】24人（先着順）
【申込み】  ４月22日（土）までに名前と連

絡先をメールで下記まで。
問・申長浜テニス協会
　　 （☎０９０－８５２５－４４３５）
*nagahamatennis@yahoo.co.jp

◆介護職員初任者研修
【と　き】  ６月８日（木）～９月13日（水）

のうち24日間
【ところ】湖北福祉ステーション（湖北町速水）
【対　象】研修の全課程を受講できる人
【受講料】  長浜・米原・高島市内在住ま

たは長浜市内にお勤めの人
39,800円

※受講料返金制度あり（条件あり）
【定　員】30人
【申込期間】  ４月３日（月）～５月29日（月）
※申込方法など詳しくは下記まで。
問・申長浜市社会福祉協議会 介護事業課
　　（☎７８－８２９４）

募　　集
◆座禅会　会員募集
「心と身体の調和」座禅を一緒に楽しみ

ませんか。用具は不要で、どなたでも
参加できます。
【と　き】４月～11月（８月除く）
　　　　 原則第２日曜日
　　　　 ９時30分～11時30分
【ところ】五先賢の館（北野町）
【講　師】大吉寺住職　吉瀬和尚
【定　員】20人
【参加費】１回500円
【申込み】電話で下記まで。
問・申五先賢の館（☎７４－０５６０）
※水曜日休館

◆国際交流ボランティア
　登録説明会
国際交流協会の活動およびボランティ
アの説明会を開催します。
【と　き】４月23日（日）　13時～15時
【ところ】  多文化共生・国際文化交流ハ

ウスGEO（神照町）
【参加費】無料
【定　員】30人
【申込み】  ４月21日（金）までに電話で下

記まで。
問・申長浜市民国際交流協会　
　　 （☎６３－４４００）

◆市民ソフトボール大会
　参加チーム募集
トーナメント方式の大会です。
【と　き】４月23日（日）　８時30分～
※雨天の場合は４月30日（日）
【ところ】神照運動公園（神照町）
【参加資格】  市内在住・在勤の男女で編成

したチーム
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】  ４月14日（金）までに電話また

はFAXで下記まで。
問・申長浜市ソフトボール協会　髙森
　　 （☎６２－４１８１／ ６２－４１８４）

◆自衛官募集
【募集種目】一般幹部候補生
【応募資格】大学卒（見込含）は22歳未満
　　　　 　  修士課程修了者等（見込含）

は28歳未満
【募集期限】５月５日（金）
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