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火災の原因について全国的に見ると
「放火」。「放火の疑いJに よるものが平
成 9年以降連続して出火原因の トップ
を占めています。また、放火火災の傾
向としては、冬から春先 。夜問から明
け方 (20時以降翌朝 6時 までの間 )

にかけて多発しているようです。放火
は不特定多数の生命や財産を脅かす極
めて悪質なな巳罪で、大都市に特有の火
災原因ではありません。安全で住み良
い街づ くりを進めていくため、放火さ
れない環境メ リに,いがけましょう。
固湖北地域消防本部

(金 62-0444)(代 表)

4月 9日 (土)11時～13時
長浜地方卸売市場 (田村町)

特売セール、福引抽選会 (空
クジな し)、 うどん 。おに
ぎり 。いな り寿司販売コー

ナーなど

固長浜地方卸売市場関連店舗活性化
実行委員会 (奮 63-4000)

【と き】 5月 ～ 9月 (全 10回 )

毎月第 2・ 4土曜日
※はじめて 1コrス :9時45分～10時45分

はじめて 2ヨ
=ス

:11時 ～12時
ばちばちキス :13時 30分～15時

【ところ】湖北地域しょうがい者相談
センター 「ほつとステーシ
ョンJ(末広町6-2)

【内 容】
はじめてコースiワ ー ドに文字が入力で

きるまで
ばちばちコース:文章の校正やワー ドで

聞 刻 湖荊 灘 逢れ て辱 R
のある人

【受講料】はじめて 1・ 2コース 2,000円
IFち tFちコース   3,000円

【定 員】各コース3人 (先着順)

【受付期間】 4月 11日 (月 )～ 4月 15日 (金 )

【申込方法】電話又はFAXで下記口 まで
田湖北地域しょうがい者相談センタニ

「ほっとステーションJ(金 64-5
130、 FAX6 4-5131)

【対 象】昭和56年 4月 2日 以降に生
まれた男女で、4年制大学を
卒業または卒業見込みの人

【試験区分・採用人数】
男性A:57人程度 オ・、

女性A:6人 程度
【―次試験】 5月 8日 (日 )

詳 しくは、滋賀県警察のホームペー

型警1代男亡狩翡ЭよTgv
204-314ま で問合せ ください。

【対 象】

【申込方法】はがき又は窓口で①〒住所
②電話番号③参加親子氏名
(ふ りがな)④子どもの年
齢をお知 らせ ください

※電話での受付けはあ りません。
【受付期間】4月 7日 (本)～ 4月 28日 (本 )

ロサンサンランド子育て支援センター

(地福寺町4-36,奮62-8712)

【対 象】市内在住で保育園・幼稚園
に入つていない未就園 (4
か月～12か月)の子どもと
その保護者 (但 し、初めて
お母さんになった人のみ)

【内 容】親子ふれあい遊び、おしゃ
べりがイム など

【ところ】のびのびらんど子育て支援
センター など

【開催回数】年10回 (5月 ～3月 )

【定 員】親子35組 (先着順)

【参加費】100円 (子 ども1人)/回
【申込方法】はがき又は窓日で①住所②

電話番号③参加親子氏名④
子どもの月齢をお知らせ く
ださい

※電話での受付けはありません。
【受付期間】 4月 11日 (月 )～ 4月 18日 (月 )

国のびのびらんど子育て支援センター

(新居町472-1,金 72-8177)

【長浜地域】

【浅井地域】

【びわ地域】

【虎姫地域】

【湖北地域】

【高月地域】

【ホ之本地功】

4月 28日 (木 )18時～20時
長浜市民交流センター
4月 22日 (金)18時～20時
湯田公民館
4月 22日 倫蝋9時30分～21時
びわ公民館
4月 22日 (金)18時～20時
時遊館

4月 15日 (金)18時～20時
湖北福祉ステーション
4月 13日 (水)13時～15時
高月支所4階4-A会議室
4月 21日 (木)15時～17時
公立木之本公民館

【余呉地域】 4月 23日 (土)13時～16時
山村開発センター

【西浅丼地域】随時
西浅井支所で取次

固農政課 (奮 65-6522)

【と き】4月 23日 (上)12時～16時
5月 10日 (火 )10時～14時

【ところ】長浜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

口平日 :人権施策推進課
(奮 65-6556 専用ダイヤルl

土日 :長浜市民交流センター

(奮 65-3866)

いきいき市民活動

長浜が誇 る甲子 園ポウル と並んで歴
史あるボウルゲーム。

4月 29日 (金
。祝 )

長浜 ドユム (田村町)

前売   当日
高校生  500円  600円
一 般 1,000円  1,200円

※前売場所 :平和堂アルプラザ長浜
くらしのサービスセンター

【日 程】
10:00長 浜南中 対 立命館守山中
11:30長浜西中 対 関西学院中学部
13:00草 津 リトルパンサーズ 対

鈴原ファイティングローゼズ

14:30立命館大学′ヾンサーズ 対

関西大学カイザース

フリーマーケツト(衣類,雑貨など)同時開催
長浜ドーム前広場 10時～15時 ※雨天中止

固滋賀県アメリカンフットボール連
盟 加藤 (金 62-3916)
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【内 容】

【ところ】
【開催回数】

【定 員】

【参加費】

市内在住の未就園児 (11か
月～ 5歳児)で、はじめて
なかよし広場に参加される
子どもとその保護者で子育
てサークル未加入の人
親子ふれあい遊び、おしや
べ リタイム など
サンサンランド
年 5回 (5・ 6・ 7・ 9・

H月 )

親子 120組 (先着順、地域
で3グループに分かれます)

100円 (子 ども 1人)/回

東北地方太平洋沖地震の支援について
市では、被災地への支援を積極的に行っていきたいと考えておりますので、市民の皆さんのご協力

をお願いします。

金融機関 支店名 日座番号 名義等

りそな銀行
東京公務部

(295)

普通預金

0036576
社会福祉法人

中央共同募金会

三菱東京UF」銀行
本店

(001)

普通預金

0031265
社会福祉法人

中央共同募金会

三井住友銀行
東京公務部

(096)

普通預金

0155400
社会福祉法人

中央共同募金会災害口

ゆうちよ銀行
郵便振替口座
00170-6-518

中央共同募金会

東北関東大震災義援金

霊翻機関 回睡番号 名義琴 偏 考

ゆうちよ銀行
郵便振替口歴

00140‐ 8‐507

日本赤十字社東北

関東大震災義据盆

通信欄に「東北関東大震災

義援金Jと日月記ください。

※振込手数料については、各金融機関の本支店間であれば振込手数料はかかりません。

義援金関係

救援物資関係 【1次受付 3/31で終了】

ボランティア関係

【支援に関する問合せ窓口】東北地方太平洋沖地震支援対策本部<市役所内>(金 65-5988)
【参考】長浜市社会福祉協議会ホームページ (http://―.nagahama shakyo,or.jp♪

【中央共同募金会】

【日本赤十字社】

○現金による義援金のお申し出は、
長浜市社会福祉協議会各窓口まで

○口座振替による義援金は右記まで

衛生用品や食品の缶詰、タオルなど新品
で未開封のもの、食品関係は賞味期限が
3か月以上のものを受付 してお ります。
受付時間は9時 ～ 17時 まで、受付場所
は、市役所本庁と各支所、市社協本所・

各支所です。

被災地の受入れ体制整理後に、活動内容
などを把握し長浜市社会福祉協議会のホ
ームページなどでお知らせします。

恒性の悩み林日談(喜子約)

【診療日】4/3,4/10,4/17ゥ 4/24,4/29
5/1,5/3)5/4,5/5,5/8,5/15
5/22,5/29

膨療H寺間】9時～18時
【受付H寺間】8時30分～H時 30分

12時 30ノ刀`～17日寺30分
【場 所】八幡束町632番地

(長浜市保健センター内)

【電話番号】65-1525
【診療科】内科・小児科
※受診時は保険証。お薬手帳をお忘れなく。
固健康推進課 (金 65-7779)

長浜米原休日急患診療所
4B5月の診療日のお知らせ

のびのびひろば参加需見写募

第61回長浜ひようたんボウん

不用品交換情報 (3月 15日 現在)

あげます (無料)

○木製ダブルベッド○カセットコンロ
○赤ちゃん用の1冊

ください (無料)

○電Iミシン○赤ちゃん用コンビラ
ック○ベビーバス○アイロン○ワー
ブロ
ゆずります (有料)

○赤ちやん用歩行器
ゆずつてください (有料)

OPCプリンタ (最大A3)
○エレクトーン
固環境保全課 (奮 65-6513)
現物は保管していません,Fお知らせ 尚 募  集

□ 諸座 日教室 ♂占日旨林ロヨ奥 豊公園内の夜桜観賞用
ぼんぼりの設置を中止します

例年、豊公園で市民の皆さんに夜
桜を楽しんでいただくため、桜の開
花時期にあわせてぼんぼりを設置し、
夜間点灯を実施していましたが、去
る3月 11日 に甚大な被害をもたらし
た 「束北地方太平洋沖地震」が発生
したことから、その影響を考慮 し、
◆年はぼんぼりの設置 '点灯を中止
します。
※豊公園内の桜はお楽しみいただけ

ます。
回都市計画課 (奮 65-6541)

放火にご円岨 i絃宙県警零宮募蕪 (A・ 六卒腿度)

しようがい者文」象パソaン教室

ながよし広場参加黒見写募崇

催し日行事
借 金 の鎖 与
選しても選しても少しもBらない他
由にむ旧臓― にEんていよせんか?
■気士出して言相鵬下さい E

側

臼D～
謝

」R卓津駅提歩6分 |

きやんせ土曜市
一緬日第2土曜日開催―

有
料
広
告
欄
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4月 4日 1月〕 am10:00～ amll:10～

体験数室
入会金単顔 !

師T回 醍
〕学生 善強嵐で「鶴騨体朧レッスンJ真皓中! お申し込みは'・・62・ 0336きで

き た む らカ ワ イ 音 楽 教 室

E入
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