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【申込み】10月２日(月)までに電話で
　　　　　下記まで。
※書道用具は無料貸与。
■問・■申  木之本まちづくりセンター
　　  (☎８２-５９１５)

◆健康教室
【と　き】10月12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】健康診断で見つかる慢性気
　　　　　道感染とは
【講　師】市立長浜病院　呼吸器内科　　　　　かんばやし　  けん  じ

　　　　　上林　憲司 氏
※申込不要、参加無料
■問 湖北医師会(☎６５－３６００)

◆奥びわ湖書道教室
【と　き】10月15日(日) 
　　　　　10時30分～15時30分
【ところ】西浅井運動広場体育館
　　　　　(西浅井町大浦)
【参加費】無料
【対　象】書き順コンテスト：小学生
　　　　　子ども書道教室：小中学生
　　　　　初心者体験教室：高校生以上
　　　　　経験者上達教室：高校生以上
【持ち物】書き順コンテスト：上履き
　　　　 教室：下敷、画仙紙、筆、
　　　　 墨液、墨入れ、文鎮、上履き
※書道用具のない人には貸し出しあり
　(要予約)
【申込み】10月10日(火)までに電話で　
　　　　   下記まで。
■問・■申  書を活かした地域づくり実行委員会
　　 (西浅井まちづくりセンター内)
　　 (☎８９－１１２５)

◆日本語サポーター養成講座
　～知って使おう、やさしい日本語～
日本語で外国人と話すときのコツや工
夫をレクチャーします。２回目の講座
では多文化共生フェスタで会話を実践
します。
【と　き】１回目　10月15日(日)
　　　　　14時30分～16時30分
　　　　　２回目　10月29日(日)
　　　　　11時～13時30分(全２回)
【ところ】多文化共生・国際交流ハウス
　　　　　ジ    オ

　　　　　GEO(神照町)

【参加費】２回で500円
【対　象】日本語を使って外国人と話
　　　　　したい人
【定　員】20人(先着順)
【申込み】前日までに電話で下記まで。
■問・■申  長浜市民国際交流協会
　　  (☎６３－４４００)

募　集
◆在宅ワークスタートアップセミナー
　参加者募集
研修と在宅トレーニングで在宅ワーク
での仕事の探し方、タイムマネジメン
ト、トラブルシューティングなどを学
んでいきます。修了後は在宅ワーカー
として仕事を受注できることを目指し
ます。
【と　き】10月18日(水)、11月１日(水)
　　　　　９時30分～12時30分
【ところ】神照まちづくりセンター
　　　　　(神照町)
【参加要件】自宅にパソコンとインター
　　　　　　ネット環境がある女性
【定　員】30人(先着順)
【申込み】９月27日(水)までに電話また
　　　　　はWEBで下記まで。
※託児(無料)は先着20人、９月27日(水)
　までに要予約。
■問・■申  (株)キャリア・マム
　　  (委託元 滋賀県女性活躍推進課)
　　  (☎０１２０－９００－６５７)
　　  http://www.c-mam.co.jp/shiga

◆エンジョイテニス大会出場者募集
【と　き】10月22日(日)　９時～16時30分
  ※雨天中止
【ところ】豊公園テニスコート(公園町)
【参加費】500円／人
【定　員】午前：ダブルス(男子、ミックス、
　　　　   シニア、初心者)26組
　　　　　午後：ジュニア(小中学生)
　　　　　シングルス32人
※ミックスには女子ペア参加可
※シニアと初心者は男女別不問
※シニアは２人とも60歳以上
【申込み】９月29日(金)までに①氏名
 　　　　   ②電話番号 ③出場種目を
　　　　　メールで下記まで。
■問・■申  長浜テニス協会
　　　   nta_enjoy@yahoo.co.jp

不用品交換情報 (８月24日現在)
◆ください（無料）
○冷蔵庫○下駄箱○卓球台○幼児用すべ
り台○テレビ○石油ファンヒーター○中学
生通学用自転車○洋服タンス○自転車〇
幼児用自転車〇三輪車〇ベビーベッド〇
ベビーカー〇電動丸のこ〇長机〇冷凍庫
◆あげます（無料）
○乳母車〇水道用ビニール管〇充電式
掃除機〇ダイヤルリンキングマシーン
〇冷風機〇漬物桶〇ウォーキングマシン
〇ホットカーペット〇子ども用自転車
※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)

◆ＪＩＣＡボランティア募集
技術や経験を活かし、開発途上国の人
たちと共に生活しながら行う海外ボラ
ンティアです。
【応募資格】
　・青年海外協力隊　20～39歳
　・シニア海外ボランティア　40～69歳
※いずれも日本国籍を有する人
【応募締切】11月１日(水)　12時
※詳しくは下記ホームページで。
■問・■申  JICA関西国際センター
　　 (☎０７８－２６１－０３５２)
　　  https://www.jica.go.jp

相　談
◆看護職のための出張就職相談窓口
看護職資格があり、就職・再就職を考
えている人はぜひお越しください。
【と　き】９月25日～毎月第２・４
　　　　　月曜日(祝日の場合は翌日)　
　　　　　13時～16時
【ところ】ハローワーク長浜(南高田町)
※申込不要。
■問  滋賀県ナースセンター
　 (滋賀県看護協会内)
　 (☎０７７－５６４－９４９４)

◆相続・年金・成年後見など
　合同相談会
税理士、社会保険労務士、司法書士が
相談対応します。
【と　き】10月９日(月・祝)  ９時～14時
【ところ】市役所本庁舎３階
　　　　　コミュニティルーム３Ｂ
※相談無料・申込不要
■問  合同相談会グループ
　 (☎７８－２０９６)

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。

お知らせ
◆９月10月は自動車点検整備推進
　運動強化月間です
安全確保と環境保全には、クルマの点検
整備が必要です。適切な点検・整備の実
施を心がけましょう。
■問 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局
　 (☎０７７－５８５－７２５２)

◆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】９月20日(水)～22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)

◆水草たい肥の無料配布
琵琶湖の水草をたい肥化し、無料配布
します。
【と　き】９月24日(日)　９時～13時
【ところ】奥びわスポーツの森北側
　　　　 (早崎町)
■問 (公財)淡海環境保全財団
   (☎０７７－５６９－５３０１)
   県琵琶湖政策課
   (☎０７７－５２８－３４６３)

催　し
◆長浜ロードトレイン祭in BIWA
ロードトレイン車両を一堂に集めた見て乗れ
て楽しめる乗り物イベントです。楽しいステ
ージや模擬店、フリーマーケットなども開催。
【と　き】９月23日(土・祝)　
　　　　　 ９時～15時
【ところ】奥びわスポーツの森(早崎町)
■問 びわ地域まつり実行委員会
   (びわ商工会内)(☎７２－４３４９）

◆交通安全フェスティバル
子どもから大人まで楽しみながら交通
安全について学べます。
【と　き】９月30日(土)　10時～15時

【ところ】長浜自動車学校(加田町)
【内　容】交通安全クイズ、ジュニアポリス
　　　　　  体験、働く車の展示、ロードト
　　　　　  レイン、自動車無料点検など。
※参加無料、申込不要。
■問 長浜地区交通安全協会
　 (長浜警察署内)(☎６２―０１１０)

◆滋賀のモノづくり企業
　合同就職面接会
「高度モノづくり・環境」分野と「食
料品」分野の企業が集まる就職面接会
です。
【と　き】10月３日(火)　
　　　　　13時30分～16時(受付12時30分～)
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ
　　　　　(港町)
【対　象】45歳未満(新卒は除く)
【持ち物】お持ちの人はハローワーク
　　　　　カード
※参加無料、申込不要、履歴書不要。
※詳しくは下記ホームページで。
■問 (公財)滋賀県産業支援プラザ
　 産業・雇用創造推進センター
　 (☎０７７－５１１－１４２４)
　 http://www.shigaplaza.or.jp

◆第６回彩画会展
水彩画の１年間の習作発表展です。オ
ープニングセレモニーで二胡の演奏が
あります。
【と　き】10月６日(金)～８日(日)
　　　　　９時～17時(最終日は16時まで)
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【入場料】無料
　　　　　　 こ い け

■問 彩画会　古池
　 (☎０９０－６２３４－８６４４)

◆アートインナガハマ2017
全国から集まった芸術家たちがオリジ
ナル作品を展示・実演・販売します。
【と　き】10月７日(土)　10時～17時
　　　　　　　８日(日)　10時～16時
【ところ】中心市街地一帯
■問 長浜芸術版楽市楽座運営委員会事務局
　(☎６５－０３９３)

◆湖北田舎暮らしフェスタ
①湖北田舎暮らし塾
【と　き】10月８日(日)
　　　　　10時～16時頃(受付９時～)
【ところ】余呉町上丹生、菅並ほか

【内　容】余呉型民家の郷・菅並の散
　　　　　策やセミナー、空き家物件を
　　　　　めぐる内覧会など
【参加費】内覧会500円(その他無料)
②古民家再生塾
【と　き】10月７日(土)、８(日)
　　　　　10時～17時
【ところ】余呉町上丹生
　　　　　　　　　　　　　かやぶき

【内　容】古民家の建て方や茅葺屋根の
　　　　　修繕のレクチャーなど
【定　員】15人(先着順)
【参加費】各日2,000円(資料代など)
【申込み】①②ともに10月１日(日)
　　　　　までに電話またはメールで
　　　　　下記まで。
■問・■申  湖北田舎暮らしフェスタ実行委員会
　　  (いざない湖北定住センター内)
　　  (☎５０－１０１９)
　　  　 cohok-style@leto.eonet.ne.jp

講座・教室
◆体験教室「まゆの糸とりをしよう」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ざ  く り

地域の養蚕の歴史を学び、「座繰機」を
使った糸とりの技法を紹介、体験します。
【と　き】10月１日(日)
　　　　　13時30分～15時
【ところ】浅井歴史民俗資料館
　　　 　（大依町）
【講　師】養蚕製糸業
　　　　　　　　　　　にしむら　ひでつぐ　　　　 　にしむら　のり  こ

　　　　　西村 英次 氏・西村 則子 氏
【定　員】25人(先着順)
【参加費】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)

◆子ども書道教室
のびのびと楽しく学べる書道教室で
す。気軽にご参加ください。
【と　き】10月７日(土)～
　　　　　毎月第１・３土曜日　
　　　　　13時30分～15時30分
【ところ】木之本まちづくりセンター
　　　　　(北部振興局内)
【講　師】書道クラブ「水茎のあと」
【参加費】月1,500円
【定　員】10人程度(先着順。５人以上
　　　　　で開催)
【対　象】幼児(５歳～)、小学生、中学生
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