
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。

（公財）長浜文化スポーツ振興事業団から、
講座・教室・イベントの情報を

お届けします！

記事広告

お知らせ
◆マリンレジャーでのお約束
マリンレジャーには多くの危険が潜ん
でいます。以下の注意事項を守り、安全
に海での行楽を楽しみましょう。

① 睡眠不足や飲酒時の遊泳は絶対にし
ない

② 小さなお子さんから目を離さない

③ 船やボートに乗る時は必ずライフ
ジャケットを着用する

④ 海で事件事故に遭遇したら、海の緊
急ダイヤル118番に通報しましょう

問敦賀海上保安部

　（☎０７７０－２２－４１７９）

◆病児保育の利用登録会
看護師・保育士が病気のお子さんを一
時的にお預かりする病児保育をおこ
なっています。利用には登録（小学６
年生まで）が必要です。以下の日程で
登録会を開催します。期間中に登録し
た人には500円分の病児保育利用券を
お渡しします。
【と　き】７月26日（水）～28日（金）
　　　　 ９時～16時（１時間程度）
【ところ】まちのほけんしつ（平方町）
【申込み】電話で下記まで。
問・申まちのほけんしつ病児保育室ぽかぽか
　（☎６８－３２１６）

催　　し
◆F

フ ラ ッ プ シ ッ プ

LAPSHIPinサマーフェスタ2017
多国籍な飲食ブース、１点もののアク
セサリーや雑貨屋さん、楽しい物づく
りワークショップなど40店舗以上が集
まるマルシェです。
【と　き】７月23日（日）11時～17時
【ところ】浅井文化ホール（内保町）
問B

び わ じ ょ

iwajyo　村山
　（☎０９０－４０３８－８８９９）

◆山門水源の森現地交流会
　～常識くつがえすクモの世界～
【と　き】８月５日（土）
　　　　 10時～16時30分
【ところ】  西浅井まちづくりセンター
　　　　 （西浅井町大浦）
【内　容】  講演、トークセッション、

山門水源の森観察ツアー

【講　師】吉
よし

田
だ

真
まこと

氏（立命館大学名誉

教授）、船
ふな

曳
びき

 和
かず

代
よ

 氏
　　　　 （日本蜘蛛学会会員）

【定　員】100人（先着順）
※小学生以下は保護者同伴
【服　装】動きやすく露出が少ない服装
【申込み】FAXまたはメールで下記まで。
※参加無料
問・申（有）西浅井総合サービス
　　 （☎/ ８９－０２８１）
　　 *nishiazai.co@koti.jp
◆定例観察会「西野水道探検」
湖北の史跡「西野水道」の歴史を学び
ながら自然観察をします。貴重な自然
湖岸を体感できます。
【と　き】８月11日（金）
　　　　 ９時30分～12時（受付９時～）
【ところ】湖北野鳥センター（湖北町今西）
【入館料】大人200円　小人100円
　　　　 （市内小中学生無料）
【持ち物】長靴、水筒、雨具など
※小学３年生以下保護者同伴
※申込不要、少雨決行
問湖北野鳥センター（☎７９－１２８９）

講座・教室
◆親子で楽しめる工作教室
【と　き】８月６日（日）11時～16時
【ところ】臨湖（港町）
【内　容】  レジン樹脂キーホルダー・

石けんデコパージュなどの
手づくり体験、ミニ縁日、
展示、飲食ブース、ミニゲー
ムコーナー

【対　象】小学生と保護者
【参加費】500円～700円（縁日は100円～）
【申込み】電話で下記まで
※ 当日参加可。ミニ縁日と展示、ミニ
ゲームコーナーは申込不要。

問・申臨湖（☎６５－２１２０）

◆基礎からわかる成年後見講座
成年後見制度について紹介します。
講座終了後に個別相談会もあります。
【と　き】８月８日（火）
　　　　 13時30分～15時30分
【ところ】湖北福祉ステーション
　　　　 （湖北町速水）

【講　師】村
むら

田
た

 才
さい

司
じ

 氏
　　　　 （おうみ後見ネット社会福祉士）
【対　象】成年後見制度に関心がある人
【定　員】30人（先着順）
【申込み】  ８月４日（金）までに電話で

下記まで。
※ 参加無料。個別相談会は講座申込み
時に要予約。

問成年後見・権利擁護センター
　長浜センター（☎６２－１８０４）
　木之本センター（☎８２－５４１９）

◆がん患者遺族のためのグリーフケア講座
【と　き】８月８日（火）
　　　　 13時～16時30分
【ところ】市立長浜病院（大戌亥町）
【内　容】① 講演「大切な人を亡くす

悲嘆に向き合う」
　　　　 ②遺族サロン

【講　師】①岡
おか

本
もと

 双
ふ

美
み

子
こ

 氏
　　　　　 （大阪府立大学准教授）
【対　象】①どなたでも
　　　　 ②がんやその他の患者遺族
【定　員】30人程度（先着順）
【申込み】  前日までにFAXかメールま

たは電話で下記まで。
※参加無料。電話は18時以降。
問・申セルフケアグループきらら会
　　池田（☎０９０－４５６８－１９３４）
　　（ ０７７－５８２－１８９１）
　　 *kirarakai_grief@yahoo.co.jp

◆歴史講座「陸軍飛行兵と戦争」
学徒出陣や陸軍航空飛行学校の訓練な
ど、戦中、戦後の体験談の講演です。
【と　き】８月10日（木）
　　　　 13時30分～14時30分
【ところ】浅井図書館（大依町）
【講　師】若

わかばやしりょうたろう

林 良太郎 氏
【定　員】50人（先着順）
【受講料】  500円（あざい歴史の会会員

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

◆健康教室
【と　き】８月10日（木）13時30分～
【ところ】湖北医療サポートセンター
　　　　 （宮司町）
【テーマ】どの健康食を信じればいいのか
【講　師】一

いっ

色
しき

 真
まこと

 氏
　　　　 （介護老人施設琵琶管理栄養士）
※申込不要、参加無料
問湖北医師会（☎６５－３６００）

不用品交換情報（6月28日現在）
◆ください(無料)
〇盆栽鉢〇自転車〇NECのワープロ
〇チャイルドシート〇硬式用テニス
ラケットとボール○草刈機○小～中
型冷蔵庫○陶器製植木鉢○石油ファ
ンヒーター
◆あげます(無料)
下駄箱〇サイドボード〇冷蔵庫〇パ
ソコンラック〇学習机〇名刺ホル
ダー〇二重毛布〇書棚〇洋服タンス
〇植木鉢（素焼き）○地球儀○本棚○
テレビ台○蝿帳○布団用木綿わた
※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)

ENJOY! Afternoon Concert vol.5
〜和洋楽器による未来への奏

かなで

〜
フルート・ハープの洋楽器と琴（箏）の和楽器による心に響く美しい『和と洋の調べ』をお届けします。
地元の小学生が琴（箏）合奏で共演するプログラムもお楽しみください。

【と　き】10月１日（日）　14時開演（13時30分開場）
【会　場】長浜文化芸術会館（大島町）
【入場料】一般2,000円、中学生以下1,000円（全席自由）
【発売日】７月29日（土）～
【発売所】長浜文化芸術会館、長浜市民体育館、長浜サンパレス ほか
問（公財）長浜文化スポーツ振興事業団（長浜文化芸術会館内）（☎６３－７４００）

▲フルート　井
い

伊
い

 亮
あき

子
こ

▲ハープ　内
うち

田
だ

 奈
な

織
おり

▲琴　大
おお

谷
たに

 祥
しょうこ

子

問・申（公財）長浜文化スポーツ振興事業団（神照運動公園内） ☎６５－３３９９

元水球日本代表のアクアゲーム教室
元水球日本代表ポセイドンジャパンの塩

しお

田
た

義
よし

法
のり

選手がアクアゲームを皆さんに直接指導す

る教室を開催します。

【と　き】８月６日（日） 16時～18時
【対　象】25m以上泳げる小学３年生以上
【受講料】無料
【定　員】30人（先着順）

水球の楽しさ、競技の基礎を指導します
【と　き】８月７日（月）～13日（日）17時～18時

【対　象】25m以上泳げる小学３～６年生

【定　員】20人（先着順）

【受講料】2,000円（保険代、プール利用料ほか）

※受講料は受講日初日に徴収します。

アクアゲームはプールの中で行う
ボールスポーツです。プールの底に
足をついて行い、アタックを禁止し
ているので、泳げない子どもたちも
安全に楽しめ、誰でも簡単に始めら
れるスポーツです。

申込み
どちらも７月15日（土）から直接下記

まで。電話での予約も可能です。

※定員になり次第受付終了。

長浜市民プールのスポーツ教室
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