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交通事故で保護者を亡くした県内在

住のおモさん (O荊～高校卒業まで)

に対し(1‐ 奨学金、進入学給付金等の

支給や、夏レクなどの厚生援護事業

を行っ(生 おります。

岡(財 )お りづる会事務局 (滋箋県庁

交通政策課肉)(金 Oフ フー52
8-3682)

長浜駅開業130周年を記念して鉄道

の歴史を写真や錦絵で振り返ります。

【会 期】5用 6囲 (日 )まで

【開鰤寺間】9時 30ノ刀＼～178寺

(入館|よ 16B寺 30分まで)

【ところ】長浜鉄道スクエア (引 し船B丁 )

【入館料】大人300円、小中学生450円

(20人以上|よ 2害喝|)

固長浜観光協会 (a65-6521)

【と き】3月4日 (日 )14時 30ノ刀＼～

(14時受は開始)

【と(~ろ】虎姫公民館 (田 8丁 )

【テーマ】「果樹の剪定と栽培管理」

【聴講料】無料
固(財 )B渇 和興農会 (ao90-37
29-9889(馬 場))

近畿地区の国立大単 .高等専門学校

で技術力を活かしてみませんか。

【募集区分】電気・機′
l就

,建築など

(詳糸日|よHPに言己載)

【受験到罰 昭和57年 4月 2日以降に生

まれた人

【受付期間】4月 1日 (日 )～ 10日 (火 )

【第1次試験日】5月 20日 (日 )

※応募資格等、詳しくは下記まで。
固近畿地区□立大孝法人等職員統一

採用試験事務室 (金 075-フ 5
3-222フ 、日P http://wwW,

kyoto―u acjに)/sike∩ /)

音楽の演奏 ,絵本の読み間かせて家
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族みんなる素敵な時間を過ごしませ

んか?

【と き】3月 4+日 (日 )

10時～41時 30ノ刀＼

【ところ】サンサンランド (地福寺阿)

【対 象】市内在住 在勤のご家族ど

なたても

【定 員】60組

【参加費】きども1人 400円

【申込み】2月 17日 (金 )～ 3月 6日

(火 )に電話か直接下記まで
間サンサンランドモ育て支援センター

(a62-3712)

【と き】3月 10日 (土 )

10時～43時 30ノ刀＼

【ところ】六荘公民館 (勝 B丁 )

【内 容】4続以上…ピザづくり
3歳以下…粘土遊び、手遊

び他

【持ち十夕」】エプロン、三角巾

【参力[費】1人200円 (3戚児以下無料)

【定 員】20組 (先着|‖頁)

【申込み】3月 8日 (木)までに電話で

下記まで

固日ひよこ乳児保育園

(a63-8892)

/

長浜市環境にやさししヽ国のイベント

内で行うフリーマーケットの出店者

を募集します。

【と き】3用 25日 (日 )40時～15日寺

【ところ】六荘公民館ホール (勝 8丁 )

【対 象】市内在住また|よ在勤の、営

不」,営業を目的としてい

なしヽ個人また |よ グループ

(飲食物 公序良俗に反す

るもの|よ出店できません)

【出店料】500円 /区画※1人 1区画

全48区画 (1.8rYn× 4.8m)

【申込方法】①住所②氏筈③電話番号④
出店内容をB月 記してFAX
また|よメールて下記まで

固口なが|よまアメニティ会議事務局

(環境保全課肉a65-6513、
FAX6 5-6571、 Eメ ー)レ

ka∩ kyou@c ty,nagahamal③ .jp)

近江の「効」や「仏像Jの隠された

ミステリーを解き明かす、この香の

連続講座です。

①「親が語る日本の歴史」
【と き】4月 27日、5用 48日、6周

1日 、6用 45日 、6用 29日 、フ用43日

いずれも金躍日40B寺 30ノ刀＼～4 2BttOOノ刀＼

【:喬  B雨 】中井 均氏 滋賀県立大学准教授

② 「近江の仏像を学ぶ」

【と き】4月 23日 、5用 14日、5月

28日 、6用 14日 、6用 25日 、フ用9日

いずれも同躍日43時 30分～15時 00ノ刀＼

【講 師】高梨純次氏

滋賀県立近代美術館学去課長

【ところ】長浜市曳山博物館(元浜B丁 )

【定 員】各講座50人 (先着順)

【参加費】各講座40′ 500円 (銅分一括)

固日しがざん経済文イしセンター文イし

講座事務局 (aoフ ァー526-
OO05)

【と き】3月 3日 (上)14時～46B寺

【ところ】高周公民館 (高用B丁渡岸寺)

【定 員】10人 鯨募勢 の場合は抽選)

【参加費】4′ 000円 (当 日徴収)

【持ち物】出刃包丁、刺身句己丁、まな

板、タッ/ヽ一ほか

【申込方法】2用 24日 (金)16時までに電

話また|よメールで下記まで
固国長浜地ん卸売市場 (a63-4
000、 Eメ ー)レ nagasり O@mx,
bw,dream∫ p)

おいしく安全な幼児食を親晉で作り
ましょう。

交通遺児援護事業

日日治の馬R曇鉄道 130年の軸跡 フリーマーケット出店茜募集 KEIBUN文 化講座

磨業セミナー

近畿地区回立六学法人警技職目暮焦

不用品交換情報 (1月 31日現在)

あげます (無料)

○お年寄り用ポータブルトイレ○
学召1几○手押し車○力[湿器○マッ
トレス○漬物石
ください (無料)

○こたつ○冷蔵庫 (300「 以上)

○こたつ (」 )ヽ○婦人用自転車○
電気あんか○車イス (アルミ製)

○ガスコンロ○フアンヒーター○
大人用自転車○石油ストーブ○流
し台○調理台○換気扇
ゆずります (有料)

○二層式洗濯機○ベビーカー○ベ
ビーベッド○ベビーバスケット
ゆずつてください (有料)

○婦人用自転車○液晶テレビ (20
インチ以上)○電

=ピ
アノ○ガス

コンロ○フアンヒーター○大人用
自転車○石油ストーブ

固環境保全課(金65-6513)
※現物は保管していません

魚のさばき有執室

置育 。糾理語習会
ワフミリー・絡ADeコンサート

図書館だより
本は市内すべての図書館でラ約・取り寄せできます。

新 しく入った本のなかから・

′ |1珪笠 :手
I:ど

｀

一    打
・  子

『センスIオブ=ヮ ンダーを探して』
著/阿川 佐和子 ・福岡 伸―

大和書房

かけがえのない子 ども時代の出会
い と感動 の話か ら、芸術 の話や、
「生きている」 とはどういうことか、
科学の進歩は人間を幸福 にす るの
か、などなど、生きているというこ
とを広 く語 ります。

普段考 えないで済 ましているこ
と、一度立ち止まって感動 してみま
せんか。

や尊腱了奪

『刑務所の経済学』
著/中 島 隆信
PHP研究所

過去に刑務所の世話になつている

人が、300円 のパンを万引きして、
ナ/日L行犯で捕 まる。裁判にかけられ、

1か月の拘置期間と懲役 6か月の判

決により服役、満期で出所する。

この間の費用は、槻算で130万 円か

かるという。刑事犯罪を対象にした

経済分析の書はこの数字から始まる。

問合せ先
長浜図書館
びわ図書館

虎姫図蕎館
高月図書館

『ゆきだるまのスノーぼうや』
さく・汀 ヒド・フアン・ヘネヒテン

やく/の ざか えつこ
フレーベル館

ゆきだるまはうごいちゃいけない

っていうけれど、 どうして ?
「そんなの いやだ !」 スノーぼう

やは、びゅ―んとはしりだしました。
そして、そのさきにあったものは…。

自分 らしくあ りたいと一歩踏み出
し走 り出してみたら、きっとそこに

は新 しい世界が待っているはず !

63-2¬ 22
ア2-4305

73-2335
85-4600

浅井図書館 フ4-331¬
【開館時間 :10時～¬9時】

湖北図書館 フ8-¬ 687
【開館時間 :¬ 0時～¬8時】

図書館のホームページ
http://1A/WW lib「 ary.city.nagahama shigajp/

携帯電話用
httpプ/mobile.lib「 ary.city.nagahama.shisa jp/
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一日・韓・台の巨木・老樹信仰―」

日本、韓国、台湾に今も受け継がれる巨木や老
樹信仰を、韓国・釜山出身の著者が10年以上にわ
たり調査。各地別に計100箇所以上の神本がカラ
ーで紹介されており、臨場感にあふれ、地域に息
づく信仰の姿と時代とともに変容する姿を感じ取
ることができます。

日本のページに、野神信仰として高月・湖北地
域の神木も数多く紹介されています。地域に住む
人の、集落のまちづくりや保全につながる野神へ
の信仰とともに、それぞれの由来や特徴にまでお
よぶ調査の結果を知ることができる 1冊です。

「神の木

著/李 春子
サンライズ出版

本の中に
見 !

ボランティア募集中 !

「図書館のことをもっと知つていただきた
い」「市民の皆さんと一緒に図書館をつ くっ

ていきたい」そんな思いから、図書館では、

本の整理や図書館で使うものの製作、おはな
し会等をしてくださるボランティアを、年間
を通じて募集しています。

特別な技術や知識は必要ありません。ぜひ、

あなたの力を、図書館でいかしてください |

申込み・問合せは、お近 くの図書館まで。

(ブックスタートパックの袋詰め作業の様子)

住所や氏名、電話番号
など、ご登録の内容に
変更があつた場合はお
近くの図書館までお知
らせください。


