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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。
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9月１日オープン！認知症・生活習慣病予防ができる新しい形のフィットネスジム

長浜市北船町３番24号
えきまちテラス長浜３F
TEL:0749-57-6830
FAX:0749-57-6831
お問合せ:宮元・山﨑

料金 営業日時

入会金：12,000円
月会費：  8,000円
        （税別）

月～土
９：00~20：00

（日曜・12/29~１/３休業）

頭と体を楽しく動かして、若々しさと
健康をつくりだしましょう！

まずは無料体験をお試しください。
無料体験絶賛受付中！！

ご好評につき10/31まで入会金2,000円！

＊脳ぽち（10分）
大型のコンピューターで楽しく10分
間の脳エクササイズができます。

＊コグニバイク（10分）
エアロバイクを漕ぎながら脳のト
レーニング。2つの事を同時に行う
デュアルタスクができるマシンです。

催　　し
◆ 特別陳列ユネスコ世界の記憶登録推進特別展示
　世界に伝えたい雨森芳洲の『誠信』のこころ
雨森芳洲関係資料36点を特別公開しま
す。展示会では芳洲の人生や思想、歴
史的業績をわかりやすく紹介します。
【と　き】10月４日（水）～12月３日（日）
　　　　 ９時～17時
　　　　 （最終入館16時30分）
【ところ】高月観音の里歴史民俗資料館
　　　　 （高月町渡岸寺） 
【入館料】大人300円、こども300円
　　　　  （市内・米原市の小中学生は

無料、市内高校生は10月31日
まで無料）

問高月観音の里歴史民俗資料館
　（☎８５－２２７３）

◆無料上映会　ドキュメンタリー
　映画「普通に生きる」
【と　き】10月９日（月・祝）
　　　　 13時～15時30分
【ところ】木之本スティックホール
　　　　 （木之本町木之本）
【内　容】 重いしょうがいがある我が子

と普通に生きていくため、理
想の通所施設を作り上げた親
たちと地域の成長を記録した
映画です。製作者のトークタ
イムもあります。

問普通に生きる湖北上映実行委員会
　脇坂（☎０９０－４０７２－１１５３）

◆イカロックザワールド
音楽ステージや地域食材を使ったグル
メで、長浜の魅力を伝えます。
【と　き】10月21日（土）、22日（日）
【ところ】ウッディパル余呉赤子山
　　　　 スキー場（余呉町中之郷）
【料　金】２日間共通チケット
　　　　 5,000円（当日は500円増）
【出演予定】卍LINE、若旦那、花＊花 など
問イカロックザワールド実行委員会
　居川（☎０５０－３５９３－４９６５）

◆第６回インターナショナルフェスタ
多国籍屋台や民族衣装体験、日本語体
験など盛りだくさん。今年はカラオケ
大会がメインの前夜祭もあります。
【と　き】10月29日（日）　10時～15時
【ところ】臨湖（港町）
前夜祭
【と　き】10月28日（土）　18時～21時
【参加費】500円（軽食付、飲み物は有料）
【申込み】 カラオケ大会参加希望者は電

話で下記まで。
問・申長浜市民国際交流協会
　　　（☎６３－４４００）

講座・教室
◆ 能楽講座「清経～夢で逢う、夫婦の
情愛の物語～」

仕舞や謡、着付けの公開のほか、現役
能楽師による解説もあります。
【と　き】10月９日（月・祝）
　　　　 14時～（13時30分開場）
【ところ】 今重屋敷能舞館（元浜町）
【講　師】観

かんぜりゅう

世流 古
ふる

橋
はし

 正
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邦
くに

 氏　ほか
【入館料】500円
※申込不要
問今重屋敷能舞館（☎５０－１２７２）

◆体験教室「竹かご作り」
地元産の竹で、小物入れなどのインテ

リアとして使える四
し

海
かい

波
なみ

かごを作ります。
【と　き】10月15日（日）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】七りん館（大依町）
【講　師】中

なか

川
かわ

 与
よ

一
いち

 氏
【定　員】20人（先着順）
※ 小学生以上。小学生は親子で参加で
きる人。

【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）

◆こほく健康づくり広場初回講習
【と　き】 10月16日（月）、23日（月）、 

１月15日（月）
【ところ】湖北福祉ステーション
　　　　 （湖北町速水）
【内　容】 施設の筋力トレーニングマシン

の使用や運動についての説明
【参加費】無料
【定　員】50人（先着順） 
【申込み】電話で下記まで。
※ 初回講習以降は機器使用料（500円／
月）がかかります。
問・申長浜市社会福祉協議会
　　　（☎７８－８２９４）

◆ママのベビー防災講座
　―大切な赤ちゃんの命を守るために—
赤ちゃんたちを守るための備えやノウ
ハウを保健師である女性防災士が紹介
します。
【と　き】10月18日（水） 10時～11時30分
　　　　 （受付９時30分～）
【ところ】六荘まちづくりセンター（勝町）
【定　員】30組（先着順）
【参加費】100円
【申込み】電話で下記まで。
問・申まちのほけんしつ　きずな
　　　（☎６８－３２１５）

◆認知症ケア講座＆認知症カフェ
　「一緒に考えましょう。食べること。」
講座の後は、お茶を飲みながら日頃の
介護の話などをして息抜きしませんか。
【と　き】①10月22日（日）
　　　　 ②11月５日（日）
　　　　 13時30分～15時30分
【ところ】①神照まちづくりセンター
　　　　　 （神照町）
　　　　 ②高月支所
【対　象】 認知症の人を介護しているご

家族、認知症に関心のある人
【講　師】認知症看護認定看護師
【参加費】無料
【申込み】事前に電話で下記まで。
問・申高齢福祉介護課（☎６５－７８４１）

◆無料体験講座「健康体操」
４つの動作（真向法）で足腰を柔軟にし、
生涯自立した生活を目指しましょう。
【と　き】10月27日（金）　
　　　　 13時30分～15時30分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】 サークル「健康体操はつらつ

教室」　藤
ふじ
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【定　員】20人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】 10月20日（金）までに電話また

は直接下記まで。
問・申市民交流センター（☎６５－３３６６）

◆甲種防火管理（新規）講習会
【と　き】11月16日（木）、17日（金）
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【定　員】100人（先着順）
【受講料】5,000円
【申込み】 10月12日（木）～11月13日（月）

に受講料を添えて直接最寄の
消防署または分署まで。

問・申湖北地域消防本部予防課
　　　（☎６２－５１９４）

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】10月13日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】高月支所（高月町渡岸寺）
【申込み】 前日17時までに電話で下記ま

で。　※完全予約制
問・申湖北介護・福祉人材センター
　　　（☎６４－５１２５）

◆許認可手続き無料相談
相続手続き、遺言書作成、建設業許可
などの許認可申請手続き等全般を行い
ます。
【と　き】10月14日（土）　13時～16時
【ところ】長浜サンパレス（八幡中山町）
※申込不要

問滋賀県行政書士会事務局
　（☎０７７－５２５－０３６０）　
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不用品交換情報（９月14日現在）
◆ください（無料）
〇チャイルドシート〇洗濯機〇テレビ〇長机
〇ベビーカー〇冷凍庫〇電動丸のこ〇幼児用
すべり台〇幼児用いす○DVDプレーヤー○
卒業式スーツ（女子用・150cm）
◆あげます（無料）
○食器棚〇バウンサー〇幼児用自転車〇大豆
のさや吹き飛ばし機〇漬け物桶〇子ども用自
転車〇ダイヤルリンキングマシーン〇ケース
入り雛人形○ステレオ○植木鉢○マッサージ
チェア○蝿帳○ベビーベッド○下駄箱○ファ
ンヒーター○三輪車
※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）

【長浜地域】 10月26日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 10月27日（金） 18時～20時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】 10月20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】 10月27日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】 10月19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】 10月11日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 10月19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】 10月28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】 10月18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
10・11月の診療日のお知らせ
【診療日】　 10月１日、８日、９日、15日、

22日、29日
　　　 　 11月３日、５日、12日、19日、

23日、26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）

10月の税・料
固定資産税・都市計画税 ３期
国民健康保険料 ５期
介護保険料 ５期
後期高齢者保険料 ４期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 10月21日（土） 12時～16時
　　　　 11月２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
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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）


