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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

8/５・８/26認知症予防セミナー開催
さあ、始めよう認知症予防！
最近物忘れが多くなった、人の名前が思い出せない、長
生きでも元気でいられるか心配。と近い将来に不安をお
持ちの人、必聴です！！
「認知症は予防できるのです！」そのための予防方法を、
わかりやすく実践内容を交えてご講義していただきます。
両日とも同じ内容でご用意させていただきます。
あなたのためのセミナー　ぜひご参加ください！

８/５（土）長浜市役所
多目的ルーム４
14時～15 時 30 分
８/26（土）

神照まちづくりセンター研修室
14 時～15 時 30 分

【内容】　　　
・認知症予防、脳の使い方と暮らしの工夫
・脳のトレーニング   
・物忘れについて
・認知症初期症状

ご予約受付・問合せ：0749－68－2031  担当  水谷・宮元
主催 : 田中ケアサービス（株）健康推進事部

講師　　　
森ノ宮医療大学
保健医療学部教授

横井　賀津志　先生

お知らせ
◆８月は電気使用安全月間です
電気は便利なエネルギーですが、取扱い
を誤ると感電や火災の原因になります。
経済産業省では、８月を「電気使用安全
月間」と定め、電気事故を防ぐための運
動を行っています。ぜひこの機会にご家
庭や職場で電気を安全に使えているか見
直してみてください。
問（一財）関西電気保安協会滋賀支店

　彦根営業所（☎０７４９－２３－０３５４）

催　　し
◆長浜フェスティバルオーケストラ
～カルチャーフェスティバルコンサート～
今春長浜市に誕生したプロ・アマチュア
混合オーケストラの初演奏会です。宇宙
の成り立ちについての講演も行います。
【と　き】８月12日（土）
　　　　 14時～（13時30分開場）
【ところ】浅井文化ホール（内保町）
【曲　目】  大学祝典序曲、ピアノ協奏曲第

２番、組曲惑星より木星
【入場料】無料（全席指定）
【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜フェスティバルオーケストラ
　　 平井（☎０９０－１９０９－５３００）

◆やわた夢生小路商店街盆踊り大会
懸賞付き、参加賞ありの盆踊り大会です。

お楽しみ大抽選会やH
ハ ー ト ト レ イ ン

eartTrainマーケッ
トも同時開催します。
【と　き】８月14日（月）　19時～21時
　　　　 （マーケットは16時～）
【ところ】長濱八幡宮（宮前町）
問 Heart Train dai～dai～　村山

　（☎０９０－４０３８－８８９９）

◆平和の鐘を鳴らそう
長浜ユネスコ協会では、「平和への祈り
と願い」を込めて大通寺の鐘をつきま
す。どなたでも参加できます。
【と　き】８月15日（火）
　　　　 11時30分～13時

【ところ】長浜別院大通寺（元浜町）
問長浜ユネスコ協会事務局
　（☎６５－６５５２）

◆Englishカフェ参加者募集
【と　き】８月27日（日）
　　　　 13時30分～15時30分
【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】  英語を話したい人、日本語を話

したい外国人
※ 英語ネイティブが不参加の場合や英語
圏外の外国人が参加する場合もありま
す。

【定　員】15人（先着順）
【参加費】500円（お菓子・ドリンク付）
【申込み】２日前までに電話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　 （☎６３－４４００）

講座・教室
◆うどん打ち体験講座
みんなで楽しくうどん作りに挑戦しませ
んか。
【と　き】８月19日（土）
　　　　 ９時30分～13時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】ボランティアグループ「板前さん」
【定　員】20人（先着順）
【参加費】500円（材料費込）
【申込み】参加費を添えて直接下記まで。
問・申長浜市民交流センター
　　　（☎６５－３３６６）

◆体験教室「稲刈りをしよう！」
【と　き】９月10日（日） 10時～12時30分
【ところ】浅井歴史民俗資料館（大依町）
【対　象】親子で参加できる人
　　　　 （子どもは小学生以下）
【定　員】親子10組程度（先着順）
【参加費】１人500円
【持ち物】  軍手、帽子、タオル、長靴、汚

れてもよい服装
【申込み】電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館
　　 （☎７４－０１０１）

募　　集
◆ ドイツ・アウグスブルク市青年使節
団との交流パーティー参加者募集

アウグスブルク市青年使節団とのアット
ホームなパーティーに参加しませんか。
ゲームや歌で交流します。
【と　き】８月25日（金）　18時～20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】高校生以上
【定　員】10人（先着順）
【参加費】1,000円（食事付）
【申込み】電話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　 （☎６３－４４００）

◆自衛官募集
防衛省では自衛官等を募集しています。
①自衛官候補生
 【受付期間】年間を通じて
 【応募資格】18歳～26歳
②航空学生
 【受付期間】９月８日（金）まで
 【応募資格】高卒（見込みも含む）
　　　　　　海上:23歳未満
　　　　　　航空:21歳未満
③防衛大学校学生
 【受付期間】９月５日（火）～29日（金）
 【応募資格】高卒（見込みも含む）
　　　　　　21歳未満
※詳しくは下記まで。
問・申自衛隊滋賀地方協力本部彦根事務所
　　 （☎０７４９－２６－０５８７）

◆滋賀県警察官採用試験
【と　き】第１次試験　９月17日（日）
【ところ】  立命館大学びわこ・くさつキャ

ンパス（草津市野路東）
【採用予定日】平成30年４月１日
【採用予定人数】
男性A（大卒程度）12人　女性A（大卒程度）３人
男性B（高卒程度）12人　女性B（高卒程度）５人
※A区分
昭和62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平成30年
３月31日までに卒業見込みの人

※B区分
昭和62年４月２日から平成12年４月１
日までに生まれた男女で、上記A区分
に該当しない人

【受付期間】８月１日（火）～31日（木）
※インターネット申し込みは８月28日
　（月）17時まで
※詳しくは滋賀県警察のホームページで。
問・申滋賀県警察本部警務課採用係
　　 （☎０１２０－２０４－３１４）

◆湖北地域勤労者互助会に入会しませんか
～中小企業でも大企業並みの福利厚生を～
会員のお祝いや傷病時の給付事業、イベ
ントやテーマパーク入場料等の割引を受
けられます。
【加入資格】① 中小企業の従業員、および

事業主（事業所加入）
　　　　　 ② 湖北地域に在住もしくは在

勤の人（個人加入）
【入会金】500円/人
【会　費】500円/月
【申込み】直接下記まで。
※ 入会金・会費は①と②で支払者が違い
ます。詳しくは下記まで問い合わせく
ださい。
問・申湖北地域勤労者互助会
　　 （☎５０－７３２７）

◆滋大祭フリーマーケット出店募集
【と　き】11月４日（土）・５日（日）
　　　　 10時～16時（受付９時～）
【ところ】滋賀大学経済学部（彦根市馬場）
【出店料】１区画（３×３m）500円
※両日出店の場合700円
【申込み】  ８月１日（火）～９月30日（土）ま

でに電話で下記まで。
※ その他の申込方法や定員など詳しくは
滋大祭ホームページまで。
問・申滋大祭実行委員会
　　 （☎０７４９－２７－１１３７）

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。気軽にお申し込みください。
【と　き】８月18日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】 余呉支所（余呉町中之郷）

【申込み】  前日17時までに電話で下記ま
で。※完全予約制です。

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（７月19日現在）
◆ください（無料）
○自転車○乳幼児用おもちゃ○乳母車○石油
ファンヒーター○盆栽鉢○NECのワープロ
○草刈機○三輪車○幼児用自転車○冷蔵庫

◆あげます（無料）
○冷凍庫〇蠅帳〇テレビ台〇布団用木綿わた
〇本棚〇地球儀〇サイドボード〇下駄箱○エ
レクトーン○鏡台○幼児用すべり台
※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】８月24日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】８月25日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】８月25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】８月25日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】８月17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】８月９日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ８月17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】８月26日（土） 10時～12時
山村開発センター（余呉町中之郷）

【西浅井地域】 ８月16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
検索または右記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
８・９月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ８月６日、11日、13日、20日、
27日

　　　 　 ９月３日、10日、17日、18日、
23日、24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）

８月の税・料
国民健康保険料 ３期
介護保険料 ３期
後期高齢者保険料 ２期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　８月19日（土） 12時～16時
　　　　 ９月７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）


