
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

【対　象】英語が好きな人
【定　員】15人（先着順）
【参加費】 500円
※一品持ってきた人は参加費無料
【申込み】電話で下記まで。※木曜休館
問・申長浜市民国際交流協会
　　 （☎６３－４４００）

募　　集
◆長浜市子ども議会議員募集
第２回子ども議会の議員を募集します。
【と　き】平成30年１月20日（土） ９時～
【ところ】市役所本庁舎議場
【対　象】小学校５、６年生
【定　員】26人（申込多数の場合は抽選）
【申込み】 11月15日（水）までに応募用紙

をクラス担任まで提出してく
ださい。

問長浜東ロータリークラブ事務局
　（☎６３－３５００）

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】11月10日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】浅井支所（内保町）
【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）

◆税の無料相談
所得税・相続税などの税全般に関する
相談を近畿税理士会長浜支部の税理士
が無料で受け付けます。秘密は厳守し
ます。
【と　き】11月～２月までの第３火曜日
　　　　 13時30分～16時30分
【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【定　員】６人／日（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問税務課（☎６５－６５２４）
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不用品交換情報（10月15日現在）
◆ください（無料）
〇冷蔵庫（中～大型）〇卒業式用スーツ（女児用・
150cm）〇チャイルドシート〇DVDプレーヤー
○電動ミシン○剣道着と袴○白扇○二層式洗濯機
○自転車○全自動洗濯機○ファンヒーター○ホッ
トカーペット○電子レンジ○ラミネーター
◆あげます（無料）
○ベビーベッド○少女漫画（単行本）○蝿帳○漬け
物桶○マッサージチェア○植木鉢〇テーブル付ベ
ビーチェア○籐の椅子○食卓テーブル○長机○シ
ングルベッド○電子オルガン○エレクトーン○餅
重○大豆のさやふきとばし機
※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】 11月16日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】 11月24日（金） 17時～19時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】 11月24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】 11月24日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】 11月16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】 11月８日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 11月16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】 11月25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】 11月15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
11・12月の診療日のお知らせ
【診療日】　 11月３日、５日、12日、19日、

23日、26日
　　　　  12月３日、10日、17日、23日、

24日、30日、31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）

11月の税・料
市県民税 ３期
国民健康保険料 ６期
介護保険料 ６期
後期高齢者保険料 ５期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　 11月18日（土） 12時～16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）

有料広告欄

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！！

＊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。

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。

催　　し
◆野生獣の命をいただく感謝の集い
狩猟したイノシシなどの肉を用いたジ
ビエ料理に舌鼓をうちながら、いのち
の大切さを実感してください。
【と　き】11月12日（日）　10時～
【ところ】 ウッディパル余呉（余呉町中之郷） 
【参加費】2,000円（清掃協力費）
【申込み】電話で下記まで。
問・申 NPO法人湖北有害鳥獣対策協議会
　　（☎０９０－８７９０－６３６３）

◆０歳児さん集まれ
　きずな無料イベント開催中
子育て支援センターきずなに遊びに来
てください。
○ エコバトン：マタニティ＆ベビー用
品の交換会

【と　き】11月９日（木）　13時～15時
【対　象】どなたでも
○予防接種のおはなし
【と　き】11月21日（火）　10時～11時
【対　象】これから予防接種を受ける人
問まちのほけんしつ　きずな
　 （☎６８－３２１５）

◆第32回一日回峰行
紅葉を楽しみ、歴史に触れる絶景コー
ス、小谷山を歩きます。
【と　き】11月23日（木・祝）　９時～
　※悪天候時は中止
【集合場所】五先賢の館（北野町）
【対　象】 小学生以上（３年生以下は保

護者同伴）
【定　員】50人（先着順）
【内　容】 下山後、講演会「浅井家のそ

の後」（講師：西原雄
たけ

大
ひろ

学芸
員）、お茶会

【参加費】500円（小・中学生　無料）
【申込み】電話、またはFAXで下記まで。
問・申五先賢の館
　　（☎７４－０５６０／ ７４－０９１０）

◆木之本レッドカーペット撮影会
意
お

冨
お

布
ふ

良
ら

神社境内での紅葉の撮影会です。

【と　き】11月25日（土）　10時～14時
【ところ】意冨布良神社（木之本町木之本）
【参加費】1,000円
【申込み】 メールで住所、氏名、電話番

号を下記まで。
※参加費は昼食、おやつ、飲み物代です。
問・申木之本カメラ女子事務局　千田
 　  *bluestailor@gmail.com

◆親子でふれあいスポーツ
簡単なニュースポーツで、お子さんと
のふれあいの時間を作りませんか。
【と　き】11月25日（土）
　　　　 ９時～12時
【ところ】木之本小学校体育館
　　　　 （木之本町木之本）
【参加費】１家族100円
【内　容】 スポーツ吹矢、ビーンボウリ

ング
【申込み】11月17日（金）までに下記まで。
問・申 木之本まちづくりセンター
　　 （☎８２－５９１５）

講座・教室
◆滋賀県皮膚科医会主催
　皮膚の日市民講座
【と　き】11月12日（日）14時～
【ところ】臨湖（港町）
【内　容】 皮膚科専門医が語る、知って

おきたい水虫の話

【講　師】川
かわ

端
ばた

 紀
のり

子
こ

 氏
　　　　 （長浜赤十字病院皮膚科）
※参加無料。申込不要。
問滋賀県皮膚科医会事務局
　（☎５３－２９８０）

◆体験教室「ふくらの森で遊ぼう！」
秋のふくらの森を散策します。木の実
や葉っぱを組み合わせたキャンドルを
作ろう。
【と　き】11月12日（日）　10時～12時
【ところ】ふくらの森（内保町）
【講　師】伊

い

藤
とう

 利
り

恵
え

 氏
【参加費】500円
【定　員】15人（先着順）

【申込み】電話で下記まで。
※ 子どもは小学生以上、親子で参加でき
る人。レジ袋、水筒をご持参ください。

問・申浅井歴史民俗資料館（☎７４－０１０１）

◆税に関する説明会
○平成29年分年末調整説明会
【と　き】①11月20日（月）　13時30分～
　　　　 ②11月21日（火）　13時30分～
【ところ】①長浜文化芸術会館（大島町）
　　　　 ②木之本スティックホール
　　　　　 （木之本町木之本）
【対　象】源泉徴収義務者
○消費税軽減税率制度説明会のご案内
【と　き】①11月20日（月）　15時30分～
　　　　 ②11月21日（火）　15時30分～
【ところ】①長浜文化芸術会館（大島町）
　　　　 ②木之本スティックホール
　　　　　 （木之本町木之本）
【対　象】事業者
※申込不要、参加無料です。
※ 事前に税務署から送付されている書
類をご持参ください。

※ 長浜文化芸術会館へ車でお越しの人
は豊公園駐車場をご利用ください。

問長浜税務署（☎６２－６１４４）

◆第４回子育て支援講習会
【と　き】11月23日（木・祝）
　　　　 10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【内　容】乳幼児に関する病気と予防
【定　員】50人程度（先着順）
【講　師】 小

あ ず き

豆澤
ざわ

 敬
たか

幸
ゆき

 氏（新生児科副
部長）

【対象者】 乳幼児を育児中の両親および
家族

【申込み】11月17日（金）までに下記まで。
※参加無料。託児あり（要申込み）。
問・申長浜赤十字病院　社会課
　　（☎６３－２１１１）

◆Englishカフェ参加者募集
英語を使ってフリートークやゲームを
楽しみませんか。
【と　き】11月19日（日）　14時～16時
【ところ】 国際文化交流ハウスGEO
　　　　 （神照町）
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