
◆地域の産業から郷土の歴史を学ぶ講座
土倉銅鉱山と湖北地域の主要産業で
あった蚕糸、生糸づくりの伝統産業か
ら郷土の歴史を学びます。
【と　き】①６月25日（日）９時～12時
　　　　 ②７月12日（水）13時30分～15時
【ところ】①金居原ふれあい館と現地
　　　　　（木之本町金居原）
　　　　 ②木之本まちづくりセンター
　　　　　（木之本町木之本）

【講　師】①山
やま

﨑
ざき

 清
きよ

志
し

 氏（土倉銅鉱山）

　　　　 ②寺
てら

本
もと

 憲
のり

之
ゆき

 氏（蚕糸業）
【定　員】50人（先着順）
【参加費】２回で500円
【申込み】  ６月20日（火）までに電話で下

記まで。
問・申木之本まちづくりセンター
　　　（☎８２－５９１５）

◆甲種防火管理（新規）講習会
【と　き】６月22日（木）、23日（金）　
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【受講料】5,000円
【定　員】100人（先着順）
【申込み】  ６月１日（木）～19日（月）に申

込書に受講料を添えて直接最
寄の消防署または分署まで。

※土日は除く。
※ 申込書は各受付場所にあります。湖
北地域消防本部ホームページからも
ダウンロード可。
問・申湖北地域消防本部予防課
　　　（☎６２－５１９４）

◆ゆかた着付け教室
【と　き】６月24日（土）14時～16時
【ところ】  多文化共生・国際文化交流ハ

ウスG
ジ オ

EO（神照町）
【対　象】長浜市在住の外国人
【参加費】2,000円
【定　員】10人（先着順）
【持ち物】フェイスタオル３枚、サンダル
【申込み】  ６月16日（金）18時までに電話

で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　 （☎63－4400）

◆「赤谷の里」料理講習会
地域の食材を使って料理講習会をします。
【と　き】７月８日（土） ９時～12時
　　　　 ２月まで月１回開催（全８回）
※詳細は電話で下記まで。
【ところ】赤谷荘（小谷丁野町）
【参加費】１回1,000円
【申込み】  ６月23日（金）までに電話で下

記まで。
問・申赤谷の里　岸田
　　 （☎０８０－５３６２－０２８４）

募　　集
◆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】６月25日（日）８時30分～
　　　　 ※雨天時は７月２日（日）

【ところ】神照運動公園（神照町）
【資　格】  市内在住・在勤の人で結成し

たチーム
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】６月16日（金）までに下記まで。
問・申長浜市ソフトボール協会　髙森
　　 （☎６２－４１８１／ ６２－４１８４）

◆婚活イベント「わんにゃん婚活」
ペット同伴での婚活です。
【と　き】６月25日（日）10時～15時30分
【ところ】  西浅井まちづくりセンター      

（西浅井支所内）
【対　象】  ① 全国の独身女性、市内在住

の独身男性（24～45歳）
　　　　 ② 犬または猫を飼っていて同

伴で参加できる人。
※女性のみ飼っていなくても可。
【定　員】  男女各12名（応募多数の場合

は抽選）
【参加費】男性1,000円　女性500円
【申込み】  ６月20日（火）までに電話また

はメールで下記まで。
問・申西浅井まちづくりセンター
 　　（☎８９－１１２５）
 　　*nishiazai-koumin@zd.ztv.ne.jp

相　　談
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不用品交換情報（５月15日現在）
◆ください（無料）
○二槽式洗濯機○３連ペーパースクリーン○
トイレのラック○ランドリーラック○保冷
ショッピングカート○ポスト○物置○電動自
転車○マッサージチェア○洋服ダンス○中型
冷蔵庫○全自動洗濯機○一般自転車○卓球台
○CDラジカセ○回転式チャイルドシート
◆あげます（無料）
○植木鉢〇盆栽鉢〇園芸ラック○水槽○座布
団〇木製シングルベッド〇ベビーバス
※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）

【長浜地域】６月22日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】６月23日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】６月23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】６月23日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】６月15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】６月14日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ６月15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】６月24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】 ６月21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コードから。

※ 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

長浜米原休日急患診療所
６・７月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ６月４日、11日、18日、25日
　　　　 ７月２日、９日、16日、17日、
　　　　 23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・福祉医療券・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）

６月の税・料
市県民税 １期
国民健康保険料 １期
介護保険料 １期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　６月１日（木） 10時～14時
　　　　 ６月17日（土） 12時～16時
　　　　 ７月６日（木） 10時～14時
【ところ】　 市民交流センター和室（地福寺町）
【相談員】　 下

しも

地
じ

久
く

美
み

子
こ

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

催　　し
◆バーデあざい（健康パークあざい）
　65歳以上無料ご招待
【と　き】６月１日（木）～30日（金）
※毎週火曜日定休
【ところ】バーデあざい（野瀬町）
【対　象】市内在住の65歳以上の人
※ 受付で生年月日が確認できるもの（運
転免許証または保険証）を提示してく
ださい。
※無料招待は１人１回まで。
問バーデあざい（☎７６－１１２６）

◆ 犯罪被害者支援パネル展および出張
無料相談

犯罪被害者本人や家族への相談会とと
もに、犯罪被害者に対する理解と配慮
の重要性についてパネル展を開催します。
【と　き】６月13日（火）～15日（木）
　　　　 10時～16時
※ 相談会は15日（木）のみ。無料・完全
予約制です。

【ところ】市役所本庁舎１階ロビー
【相談申込み】電話で下記まで。
問・申  認定NPOおうみ犯罪被害者支援セ

ンター（☎０７７－５２５－８１０３）

◆湖北口腔保健フェスティバル
お口の健康について学びましょう。
【と　き】６月18日（日）10時～16時
【ところ】長浜文化芸術会館（大島町）
【内　容】  40周年記念講演会（13時開演）、

ポスター展、フッ化物塗布（無
料）、歯磨き個別指導など

問湖北歯科医師会（☎６２－３０２０）

◆琵琶湖周航の歌100周年記念イベント
①ステージイベント「朗読劇」（臨湖）
【と　き】６月25日（日）11時30分～15時10分
②船上イベント（琵琶湖汽船のりば）
【と　き】６月25日（日）９時30分～15時55分
【内　容】  「ポップス」「ジャズ」「クルーズ

ショー」「市民音楽団体発表
船」の全４便

【参加費】  大人1,000～2,000円、子ども
500円

【申込み期限】  ６月18日（日）までに電話
で下記まで。

問・申実行委員会（松本）
　　　（☎０９０－１８９８－１９１９）

③歌碑・モニュメント除幕式（豊公園）
【と　き】  ６月25日（日）17時30分～18時30分
④びわ湖プレミアムクルージング
【と　き】  ７月１日（土）９時30分～17時

30分
【ところ】長浜駅集合・今津駅解散
【内　容】  ビアンカクルージング、長浜・

高島でのまち歩き竹生島など
【参加費】  大人3,000円、小学生2,000円

（弁当付）
【申込み】  ６月20日（火）までに電話で下

記まで。
問・申びわ湖高島観光協会
　　　（☎０７４０－３３－７１０１）

◆あ－ちゃんの虹フェスティバル
虹色いっぱいの会場で、みんなで命と
向き合い笑顔になりましょう。
【と　き】６月24日（土）
　　　　 10時開演（９時30分開場）
【ところ】虎姫文化ホール（虎姫町宮部）
【内　容】  林ともこライブ講演会、音楽

ステージ、虹マルシェ、展示
【料　金】  1,000円（当日券1,500円、小学

生以下無料）
【発売所】イケダ光音堂・近藤モータース
問・申実行委員　宮腰
　　 （☎０９０－１５８０－５５２５）

講座・教室
◆体験教室「七夕かざりをつくろう
　─おりひめとひこぼし─」
【と　き】６月11日（日）13時30分～15時
【ところ】浅井歴史民俗資料館（大依町）
【内　容】  七夕を彩るおりひめ、ひこぼ

しの人形を着物地や和紙を
使って制作します。

【講　師】山
やま

岡
おか

 陽
よう

子
こ

 氏
【定　員】20人（事前申込）
【対　象】  小学生以上、親子で参加でき

る人
【参加費】１人500円
【申込み】電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館
　　　（☎７４－０１０１）

◆森づくり講座
里山の整備に必要な知識や技術を学べ
る、初心者向けの講座です。
【と　き】６月16日（金）～全５回
　　　　 ９時30分～12時
【ところ】虎御前山周辺
【内　容】間伐体験、間伐材の利用方法
【対　象】18歳以上
【受講料】１回300円
【年会費】  クラブ未入会の場合、年会費

として500円
【申込み】  ６月９日（金）までに直接また

は電話で下記まで。
※ 第２回以降の講座情報は下記ホーム
ページで。
問・申長浜市森づくりクラブ事務局
　　 （森林整備課）（☎６５－６５２６）
　　 http://satoyamaseibi.org/

◆歴史講座「姉川合戦の真相」
【と　き】６月16日（金）13時30分～15時
【ところ】浅井図書館（大依町）
【内　容】  姉川合戦の基本資料を紹介し、

江戸時代以来に作られてきた
姉川合戦をめぐる虚構を明ら
かにします。

【講　師】市民協働部次長（博物館担当）
　　　　 太

おお

田
た

 浩
ひろ

司
し

【定　員】50人（先着順）
【参加費】  500円（あざい歴史の会会員は

無料）
【申込み】  電話で下記まで
問・申浅井歴史民俗資料館
　　　（☎７４－０１０１）

◆ふな寿司の漬け方教室
【と　き】６月24日（土）14時～15時30分
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【講　師】世

よ

森
もり

 伸
しん

吾
ご

 氏
【対　象】長浜・米原市在住の人
【定　員】20人（初めての人優先）
※応募多数の場合抽選。
【負担金】2,500円（当日集金）
【申込み】  ６月１日（木）～９日（金）に電

話またはメールで下記まで。
問・申長浜地方卸売市場
　　　（☎６３－４０００）
　　　*nagasijo@mx.bw.dream.jp
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