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◆「和歌の世界と森林の魅力散歩」
紅葉を楽しみながら万葉の道を散歩し、
和歌と森林の魅力に触れましょう。
【と　き】11月12日(日)　10時～14時
【ところ】深坂古道南口駐車場
　　　　　(西浅井町沓掛)
【講　師】ながはま森林マッチングセンター　　　　　はしもと　かん

　　　　　橋本 勘 氏
【参加費】500円
【申込み】11月６日(月)までに電話で下
　　　　　記まで。
■問・■申  木之本まちづくりセンター
       (☎８２－５９１５)

◆講演会「住み慣れた地域で、
　安心して暮らし続けるために
　～永源寺の地域まるごとケア～」
【と　き】11月12日(日)
　　　　　10時30分～11時30分
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【講　師】永源寺診療所所長　　　　　はな  と    たか し

　　　　　花戸 貴司 氏
【参加費】1,000円(六荘カルチャークラ
　　　　　ブ会員は無料）
【定　員】80人(先着順)
【申込み】参加費を添えて直接下記まで。
■問・■申  六荘地区地域づくり協議会事務局
　　 (☎６２－０１９８)

講座・教室
◆中国語入門講座
皆さんで楽しく中国語を学びませんか。
【と　き】11月～３月(全10回)
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】20人(先着順、10人以上で開講)
【参加費】8,000円(日中友好協会員は　
　　　　　5,000円)
※教材費は別途必要
【申込み】10月15日～25日に名前と住所を
　　　　　メールまたはＦＡＸで下記まで。
■問・■申  日中友好協会　福嶋
　　 (■FAX６３－９２６５)
　　  　  fu94ma@iris.eonet.ne.jp

◆体験教室「鍛冶屋さんになろう！」
【と　き】11月４日(土)
　　　　　10時～12時30分

まん よ    か   じ   ご   や

【ところ】萬右鍛冶小屋(鍛冶屋町)
【講　師】鍛冶屋町自治会町おこし委員会
【内　容】槌打ち体験、五寸釘からペー
　　　　　パーナイフを作ります。
【定　員】25人(先着順)

※小学生以上。小学生は親子で参加。
【参加費】500円
【持ち物】軍手
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  浅井歴史民俗資料館
　　  (☎７４－０１０１)

◆健康教室
【と　き】11月９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】乳幼児のスキンケア
【講　師】まちのほけんしつ
　　　　　すこやかkidsクリニック

なかがわ  しん  や

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

◆硬式テニス冬季スクール受講生募集
【と　き】11月15日、29日、12月６日、
　　　　　20日、平成30年１月12日、
　　　　　17日、２月７日、28日
　　　　　19時30分～21時
【ところ】長浜バイオ大学ドーム
　　　　　屋内コート(田村町)
【対　象】11歳以上の初級者
【定　員】24人(先着順)
【受講料】7,000円(全８回分)
【申込み】11月５日(日)までに名前と連
　　　　　絡先をメールで下記まで。
■問・■申  長浜テニス協会
　　　   nagahamatennis@yahoo.co.jp

◆「ビジネスの基本力Ⅱ」研修
【と　き】11月29日(水)
　　　　　９時30分～16時30分
【ところ】長浜バイオ大学ドーム
　　　　　(田村町)
【内　容】接遇の基本、ビジネス会話の
　　　　　基本、クレーム対応など
【講　師】日本接遇教育協会理事長　　　　　 あ  べ
　　　　　阿部 ふみ 氏
【対　象】中小企業で働く人
【定　員】25人(応募多数の場合抽選)
【参加費】無料
【申込み】11月16日(木)までに電話で
　　　　　下記まで。
■問・■申  滋賀県立高等技術専門校
　　 (☎０７７－５６４－３２９６)

募　集
◆YOU弁IN NAGAHAMAスピーチ
　発表者募集

不用品交換情報 (９月27日現在)
◆ください（無料）
○卒業式用スーツ(女の子用150cm)○
チャイルドシート○ＤＶＤプレーヤー○
○洗濯機○テレビ○長机○ベビーカー○
冷凍庫〇電動丸のこ〇ランニングマシン
○ラミネーター○木製シングルベッド○
中型冷蔵庫
◆あげます（無料）
○植木鉢〇三輪車〇食器棚〇バウン
サー〇マッサージチェア〇ケース入り
雛人形〇漬け物桶〇蝿帳〇少女まんが
（単行本）〇双子用ベビーカー〇電動ベ
ビーラック〇こたつ（テーブルと布団）
〇紋付羽織〇紬の羽織〇角帯〇テーブ
ル付きベビーチェア
※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)

平和祈念式典
戦没者の追悼とともに世界の恒久平和
を祈念するため、長浜市平和祈念式典
を開催します。どなたでも参加いただ
けますので、お誘い合わせてお越しく
ださい。
※申込不要、参加無料
【と　き】11月11日(土)
　　　　　９時30分～11時
【ところ】湖北文化ホール(湖北町速水)
【対　象】献花、戦跡訪問事業参加者
　　　　　感想文、合唱、ピアノ演奏
■問 市平和祈念式典実行委員会事務局
　〈総務課内〉(☎６５－６５０３)

外国語で自分の思いを語りませんか。
ヴェローナ市姉妹都市提携25周年記念
クリスマスパーティーもあります。
【と　き】12月９日(土)　
　　　　　13時～14時30分(スピーチ)
　　　　　14時30分～16時(パーティー)
【ところ】多文化共生・国際交流ハウス　　　　　ジ    オ

　　　　　GEO(神照町)
【対　象】①日本語でスピーチをする外
　　　　　　国籍の人
　　　　　②外国語でスピーチする日本人
【定　員】各８人(先着順)　
【参加費】無料
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  長浜市民国際交流協会
　　  (☎６３－４４００)
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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
◆最低賃金改定のお知らせ
滋賀県最低賃金は、10月５日から813円
／時に改定されました。県内の事業所に
雇用されるすべての人に適用されます。
■問 滋賀労働局労働基準部賃金室
　(☎０７７－５２２－６６５４)

◆バーデあざい(健康パークあざい)
　65歳以上無料ご招待
【と　き】11月１日(水)～30日(木)
※毎週火曜日定休
【対　象】年市内在住の65歳以上
　　　　　(昭和27年11月30日以前生まれ)
　　　　　の人
※受付で生年月日が確認できるもの(運転
　免許証または保険証)を提示してください。
※無料招待は１人１回まで。
■問 バーデあざい(☎７６－１１２６)

◆記帳説明会
個人で事業などを行う人(確定申告の必要の
ない人を含む)は、記帳と帳簿書類の保存が
必要です。記帳の仕方などを説明します。
【と　き】①11月７日(火)
　　　　 　②11月21日(火)、27日(月)
　　　　　いずれも13時15分～15時15分
【ところ】①高月支所(高月町渡岸寺)
　　　　　 ②市役所本庁舎１階多目的
　　　　　 ルーム
【参加費】無料
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  長浜税務署 (☎６２－６１６８)

◆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。下記の日程に登
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】11月９日(木)　13時30分～
【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)

催　し
◆企画展「曳山を彩る絵師たち①
　　　　　　　　　　　　　　　 や ま が た  ぎ  ほ う

　長浜の巨匠　山縣岐鳳
　　―日本画の美 再発見！―」

曳山を彩る絵師の山縣岐鳳について紹
介します。
【と　き】10月７日(土)～11月12日(日)
　　　　　９時～17時(最終入館16時30分)
　　　　　10月28日(土)には展示説明会があります。
【ところ】曳山博物館(元浜町)
【入館料】大人600円　小中学生300円
　　　　　(市内・米原市の小中学生は無料、
　　　　　市内在住の高校生は10月31日(火)
　　　　　まで無料。)
■問 曳山博物館(☎６５－３３００)

◆絵手紙展
 「長浜子どものちかい長浜子育て憲章」
「あなたに伝えたい！私の想い」をテ
ーマに小学生以上から作品を募集。応
募作品の中から入賞作品を展示します。
【と　き】10月17日(火)～10月31日(火)
　　　　　８時30分～17時15分
【ところ】市役所本庁舎１階
　　　　　市民交流ロビー
■問 教育改革推進室(☎６５－８６０４)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   し み ず せ つ ど う

◆企画展・講座「清水節堂」
企画展「清水節堂ー浅井の画人ー」
【と　き】10月17日(火)～11月26日(日)
　　　　　９時～17時(最終入館16時30分)
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【内　容】長浜生まれの画人、清水節堂
　　　　　の近年発見された作品を湖北
　　　　　で初公開します。
【入館料】大人300円　小中学生150円
講演「郷土の画人ー清水節堂ー」
【と　き】10月27日(金)　13時30分～15時
【ところ】浅井図書館(大依町)
　　　      し みず  としのぶ
【講　師】清水 利展 氏
【内　容】清水節堂の生涯を作品ととも
　　　　　に紹介します。
【定　員】50人(先着順)
【受講料】500円(あざい歴史の会会員は無料)
【申込み】電話で下記まで。
■問・■申  浅井歴史民俗資料館
　　  (☎７４－０１０１)

　 　 めいこうさい　ネ　ク　サ　ス

◆命洸祭ＮＥＸＵＳ
　～地域とつながる学園祭～
長浜バイオ大学の学園祭です。
【と　き】10月21日(土)
　　　　　 10時30分～17時30分
　　　　　 22日(日)　11時～18時40分
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
■問 長浜バイオ大学命洸祭実行委員会
　(☎６４－８１００)

◆おやこまつり
【と　き】10月22日(日)　11時～
【ところ】暮らしギャラリーふくらの杜
　　　　　(内保町)
【内　容】
11時～14時　フリーマーケット(入場無料)
15時～　　　劇団プラネットカンパニー
　　　　　　のおはなし劇場(500円、申
　　　　　　込不要)
■問 長浜おやこ劇場　小野
　(☎０９０－４５６５－３６０３)

◆Englishカフェ参加者募集
【と　き】10月22日(日)　14時～16時
【ところ】多文化共生・国際交流ハウス
　　　　　ジ    オ

　　　　　GEO(神照町)
【対　象】英語が好きな人
【定　員】15人(先着順)
【参加費】500円(お菓子＆ドリンク付)
【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)

◆奥びわ湖ポップフェスティバル
幻想的なキャンドルの光とポップなナン
バー、季節はずれの大花火が秋の奥びわ
湖に華を咲かせます。入場無料。
【と　き】10月22日(日)　17時～20時
【ところ】西浅井まちづくりセンター
　　　　　駐車場(西浅井町大浦)
【内　容】
17時～20時　県内の中高大学生軽音
　　　　　　バンド、夜店、丸子船の
　　　　　　灯籠点灯
20時～　　　打上花火
■問 西浅井まちづくりセンター
　(☎８９－１１２５)

◆色の効果を子育てに取り入れて
　みませんか
色の心理効果のお話とカラーワークを
楽しむ、ママの休息時間です。
【と　き】10月27日(金)　10時～11時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】色育シニアインストラクター　　　　     いし ち   ゆう こ
　　　　　石地 優子 氏
【対　象】子育て中のお母さん15人
　　　　　(お子さん同伴可)
【参加費】500円
【申込み】電話で下記まで。
　　　 ハ ー ト ト レ イ ン  ダ イ 　 ダ イ

■問・■申  HeartTrain dai～dai～ 村山
　 　(☎０９０－４０３８－８８９９)
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