
有料広告欄

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。
　掲載希望の場合は、下記の締切までにメールで原稿をお寄せください。 *kouhoushi@city.nagahama.lg.jp
　２月15日号：１月16日（火）　３月１日号：１月29日（月）
●営利目的など掲載できない催しもあります。詳しくは市民広報課（☎65－6504）までお問合せください。

お知らせ
◆長浜市消防出初式
【と　き】１月６日（土）
　　　　 受　付　８時20分
　　　　 出初式　９時
　　　　 表彰式　10時 
【ところ】出初式　浅井支所（内保町）
　　　　 表彰式　浅井文化ホール（内保町）
問滋賀県消防協会長浜支部事務局
　〈湖北地域消防本部長浜消防署内〉
　（☎６２－９１９４）

催　　し
◆ 重要文化財特別公開「曳山のタペス
トリー～ベルギーからの宝物～」

長浜曳山祭の曳山「鳳凰山」と「翁山」
の見送幕を特別に公開します。
【と　き】１月６日（土）～２月４日（日）
　　　　 ９時～17時
　　　　 （入館は16時30分まで）
【ところ】曳山博物館（元浜町）
【入館料】大人600円・小中学生300円
※長浜・米原市内の小中学生は無料。
※ １月13日（土）13時30分から展示説明
会を行います。

問曳山博物館（☎６５－３３００）

◆100万人のクラシックライブ
若手演奏家による迫力のある演奏を、至
近距離で聴くことができるライブです。
【と　き】１月14日（日） 14時～15時30分
【ところ】臨湖（港町）
【内　容】ヴァイオリン、ピアノ演奏。
　　　　 演奏後質問タイムあり。
【入場料】1,000円（中学生以下無料）
※お子様連れでの入場可能です。
問臨湖（☎６５－２１２０）

◆地の酒フェスタ+謎解きラリー
滋賀県内蔵元の新酒や地ビール、ワイ
ンが集まる「地の酒フェスタ」と、大
人も子どもも楽しめる「脱出ゲーム」
を同時に開催します。
【と　き】１月14日（日） 10時～16時
　　　　 脱出ゲームの受付は15時まで
【ところ】パウビルまち家横町（元浜町）
【飲食券】10枚綴り1,000円、５枚綴り500円

【参加費】脱出ゲーム１組500円
問長浜バイオ大学支援センター
　（☎６４－８１３２）※当日は対応不可

◆「長浜子どものちかい
　　長浜子育て憲章」絵手紙展
小学１年生～中学３年生・一般の部の
最優秀賞、優秀賞、佳作の80点を展示
します。
【と　き】１月15日（月）～26日（金）
　　　　 ８時30分～17時15分
※土日を除く。
【ところ】北部振興局（木之本町木之本）
【テーマ】「あなたに伝えたい！私の想い」
問教育改革推進室（☎６５－８６０４）

◆お正月こどもイベント～かるた大会～
お正月の遊びを満喫しよう。七草がゆ
で無病息災を願います。
【と　き】１月20日（土） 12時～17時
【ところ】臨湖（港町）
【内　容】 講師を招いての百人一首大会、

巨大カルタ、お正月の遊び、
七草がゆ振る舞いなど

【参加費】200円（１歳以下無料）
　　　　 百人一首大会　別途300円
問臨湖（☎６５－２１２０）

◆Englishカフェ参加者募集
気楽に英語で交流しませんか。
【と　き】１月20日（土） 13時～15時
【ところ】 長浜市多文化共生・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）

◆ 中国のお正月パーティー「春節祭」
本場中国の料理と日本料理を味わいな
がら二胡の演奏や日本舞踊、大道芸な
どを楽しみます。
【と　き】１月28日（日） 12時～16時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【料　金】一般1,000円、会員800円
　　　　 留学生・技能研修生・小学生
　　　　 500円（幼児は無料）
【定　員】100人（先着順）
【申込み】FAXまたはメールで下記まで
問・申長浜市日中友好協会
　　 ☎/ ６３－９２６５
　　 *fu94ma@iris.eonet.ne.jp

◆長浜小学校合唱団　定期演奏会
長浜曳山祭ユネスコ無形文化遺産登
録イメージソング「愛する長浜」や、
ミュージカル「美女と野獣」を披露し
ます。
【と　き】２月11日（日） 14時30分～
【ところ】文化芸術会館（大島町）
【料　金】無料
問長浜小学校合唱団　北村
　（☎０７０－６５４９－０７４９）

講座・教室
◆ 大人のための英会話入門・韓国語入
門市民講座

【と　き】１月31日（水）～
　　　　 毎週水曜日（全８回）
　　　　 韓国語18時～19時
　　　　 英会話19時30分～20時30分
【ところ】臨湖（港町）
【受講料】全８回5,000円
※別途教材費（韓国語2,000円、英会話
　1,000円）が必要です。

【定　員】各15人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申国際文化交流協会　前田
　　（☎０９０－６４８９－２８０３）

相　　談
◆税の無料相談
所得税・相続税の税全般に関する相談
を近畿税理士会長浜支部所属の税理士
が無料で受け付けます。秘密は厳守し
ます。
【と　き】１月16日（火）、２月20日（火）
　　　　 13時30分～16時30分
【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【定　員】各６人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申税務課（☎６５－６５２４）

◆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】１月12日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】虎姫支所（宮部町）
【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）

◆行政相談をご利用ください
①１月９日（火）　９時～12時
　びわ高齢者福祉センター（難波町）

　行政相談委員　中
なか

川
がわ

 博
ひろ

子
こ

 氏
②１月９日（火）　13時～15時
　保健センター西浅井分室
　（西浅井町塩津浜）

　行政相談委員　坂
さか

井
い

 冨
とみ

子
こ

 氏
③１月10日（水）　13時～15時
　高月支所（高月町渡岸寺）

　行政相談委員　髙
たか

山
やま

 平
へい

一
いち

郎
ろう

 氏
④１月18日（木）　９時～12時
　木之本まちづくりセンター
　（木之本町木之本）

　行政相談委員　谷
たに

口
ぐち

 慶
けい

祐
ゆう

 氏
※相談無料、予約不要。秘密厳守します。
問滋賀行政監視行政相談センター
　（☎０７７－５２３－１９２６）
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不用品交換情報（11月24日現在）
◆ください（無料）
○植木鉢○コンポ○室内用鉄棒○竹馬
○カロム○ベビーカー○杵と臼○籐の椅子
○食器棚○レゴブロック○チャイルドシート
（新生児用）○電子レンジ○シングルベッド
◆あげます（無料）
○ベビーサークル○灯油ポリタンク
○フロアスタンドライト
○衣類乾燥機○バウンサー
○籐のクーハン○ベビーバスチェア
※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）

【長浜地域】１月25日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】１月26日（金） 17時～19時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】１月26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】１月26日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】１月18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】１月10日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 １月18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】１月27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】 １月17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
１・２月の診療日のお知らせ

【診療日】　 １月１日、２日、３日、７日、
８日、14日、21日、28日、 
２月４日、11日、12日、18日、
25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）

１月の税・料
市県民税　　　　　　　　　４期
国民健康保険料　　　　　　８期
介護保険料　　　　　　　　８期
後期高齢者保険料　　　　　７期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　１月20日（土）
　　　　 12時～16時
　　　　 ２月１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）


