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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

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
　３月15日号：２月12日(月）　４月１日号：２月28日(水)
●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
◆ パスポートセンター「米原出張窓口」
２月13日（火）は休業

米原出張窓口での受付は、平日の火・
水・木曜日です。県立文化産業交流会
館の休業日は業務を休みます。
問滋賀県パスポートセンター
　（☎０７７－５２７－３３２３）

◆ ２月は「相続登記はお済ですか月間」です
県内の各司法書士事務所では２月28日
（水）までの期間、空き家問題・所有者
不明土地問題の解決を図るため、相続
に関する相談を無料で受け付けています。
詳しくは滋賀県司法書士会のホーム
ページにまたは下記まで。
問滋賀県司法書士会
　（０７７―５２５－１０９３）

催　　し
◆Englishカフェ参加者募集
気軽に英語で交流しませんか。
【と　き】２月17日（土）
　　　　 13時～15時
【ところ】 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）
【入場料】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）

◆第13回奥びわ湖書き初め展覧会
県内外から集まった約400点を展示しま
す。初日には大田佐亨氏による作品批
評会や伊吹高等学校の書道部が書道パ
フォーマンスを行います。
【と　き】２月17日（土）～25日（日）
　　　　 ９時～17時（最終日は15時）
【ところ】西浅井運動広場体育館
　　　　 （西浅井町大浦）
※ 入場無料。詳細は下記ホームページ
まで。

http://www.nishiazai.com/index.html
問書を活かした地域づくり実行委員会
　　 （☎８９－１１２５）

◆長浜養護学校高等部
　体験型ワークショップ、展示・販売会
「さをり織り」のコースター作りと「窯
業」の皿作りを体験できます。同時に
作品の展示・販売もします。
【と　き】２月20日（火）10時～12時
【ところ】イオン長浜店（山階町）
　　　　 １階東側エスカレーター付近
【参加費】無料（記念品付き）
【申込み】 ２月５日（月）～19日（月）
　　　　 ９時～17時（土日祝は除く）に
電話で下記まで。
問・申滋賀県立長浜養護学校高等部
　　　（☎６３－９９０９）

◆イタリアワインの夕べ
イタリア・ヴェローナ市との姉妹都市
提携25周年を記念して、イタリアワイ
ンと食事を楽しみながら、ヴェローナ
が舞台となった「ロミオとジュリエッ
ト」を鑑賞します。
【と　き】３月２日（金）
　　　　 18時30分～（18時受付）
【ところ】 北ビワコホテルグラツィエ（港町）

【定　員】50人（先着順）
【参加費】前売り4,000円　当日5,000円
【申込み】 ２月23日（金）までに電話で下

記まで
問・申長浜市民国際交流協会
　　（☎６３－４４００）

◆第３回スポーツ鬼ごっこ大会
長浜市鬼ごっこプロジェクト「スポー
ツ鬼ごっこ大会」を開催します。友達
や家族と楽しい時間を過ごしましょう。
【と　き】３月18日（日）
　　　　 ９時～12時（８時30分受付）
【ところ】虎姫運動広場体育館（五村）
【参加費】無料
【対象者】市内の小学生以上（大人も可）
【内　容】チーム対抗のトーナメント戦
※ 個人でお申込みの場合も事務局で
チームを組みますのでお気軽にご参
加ください。

【申込み】 ２月23日（金）までに各地区総
合型地域スポーツクラブまた
は下記まで。

【主　催】 長浜市総合型地域スポーツクラ
ブ連絡協議会

問・申スポーツ振興課（☎６５－８７８７）

講座・教室
◆料理教室～プロの味を伝授～
【と　き】２月27日（火）
　　　　 10時30分～13時30分
【ところ】市民交流センター
　　　　　（地福寺町）
【講　師】谷

たに

　俊
とし

秀
ひで

　氏（旅館紅鮎）
【対　象】長浜市または米原市在住の人
【メニュー】鯛のホイル焼き、海鮮蕎麦サラダ
【定　員】10人 
※ 応募多数の場合、初めての人を優先
で抽選を行います。

【負担金】500円（当日集金）
【申込み】 ２月10日（土）までに電話もしく

はメールで下記まで。
問・申長浜地方卸売市場いちば食育隊　事務局
　　（☎６３－４０００）
　　*nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆体験教室「みそづくりをしよう！」
地元産の大豆を使って、昔ながらのみ
そづくりを体験できます。
【と　き】３月３日（土）午後１時～
【ところ】浅井歴史民俗資料館（内保町）
【定　員】30人（先着順）
【参加費】500円
【持ち物】エプロン、マスク、三角巾
【申込み】電話で下記まで。
問・申浅井歴史民俗資料館
　（☎７４－０１０１）

◆甲種防火管理（新規）講習会
【と　き】３月10日（土）、11日（日）
【ところ】市民交流センター（地福寺町） 
【受講料】5,000円
【定　員】100人（先着順）
【申込み】 ２月８日（木）～３月５日（月）

に受講料を添えて最寄の消防

署または分署まで。
※土日祝日は除く。
※ 申込書は各受付窓口にあります。湖
北地域消防本部ホームページからも
ダウンロード可。

問・申湖北地域消防本部予防課
　　（☎６２－５１９４）

◆第５回子育て支援講習会
【と　き】３月10日（土）
　　　　 10時～11時30分
【ところ】長浜赤十字病院（宮前町）
【内　容】子どもの病気と看病のしかた
【定　員】50人程度（先着順）
【講　師】赤十字幼児安全法指導員
【対象者】 乳幼児を育児中の両親および

家族
【申込み】３月２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）

◆世界腎臓デー市民公開講座
【と　き】３月11日（日）
　　　　 10時～11時30分
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ（港町）
【内　容】 「慢性腎臓病あなたは大丈夫？

～高血圧は透析の危険があり
ます～」

【講　師】市立長浜病院腎臓代謝内科
　　　　 責任部長　森

もり

田
た

　善
よし

方
かた

 氏
　　　　 滋賀医科大学腎臓内科
　　　　 准教授　荒

あら

木
き

　信
しん

一
いち

 氏
　　　　 市立長浜病院栄養課
　　　　 管理栄養士　古

こ

株
かぶ

　陽
よう

子
こ

 氏
【定　員】100人（先着順）
【申込み】電話で下記まで。
問・申市立長浜病院　地域医療連携室
　　（☎６８－２３４６）

相　　談
◆相続・遺言無料相談会、相続セミナー
故人名義の不動産の名義変更のこと、将
来の相続に備えて遺言の作成のことな
ど、司法書士が無料で相談に応じます。
また、税理士・司法書士による相続セ
ミナーも同時開催します。
【と　き】２月17日（土）13時～
　　　　 無料相談会：16時まで
　　　　 相談セミナー：14時まで
【ところ】湖北福祉ステーション
　　　　 （湖北町速水）
※予約不要
問長浜市社会福祉協議会
　（☎６２－１８０４）

◆行政相談をご利用ください
①２月６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

②２月13日（火）　13時～15時
　西浅井まちづくりセンター
　（西浅井町大浦）
　行政相談委員　坂

さか

井
い

　冨
とみ

子
こ

 氏
③２月14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
④２月15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（1月12日現在）
◆ください（無料）
○コンポ○掃除機○パイプベッド○カロム
○幼児用自転車○大人用自転車○北星高
校制服スカート（旧型・160cm）○衣類乾
燥機○本棚○子ども用自転車（女の子用）
○布団○テレビ○ロックミシン
◆あげます（無料）
○植木鉢（素焼き）○プランター○キー
ボード○FAX付電話機○編み機の付属品
一式（針、定規等）○小型冷蔵庫○ガラス
水槽○くらかけ○木製はしご○八掛○地
球儀○籐のいす
※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】２月22日（木） 18時～20時
市民交流センター（地福寺町）

【浅井地域】２月23日（金） 17時～19時
湯田まちづくりセンター（内保町）

【びわ地域】２月23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】２月23日（金） 18時～20時
虎姫まちづくりセンター（田町）

【湖北地域】２月15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】２月14日（水） 13時～15時
高月支所（高月町渡岸寺）

【木之本地域】 ２月15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】２月24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】 ２月21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
2・3月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ２月４日、11日、12日、18日、
25日、３月４日、11日、18日、
21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）

2月の税・料
国民健康保険料 ９期

介護保険料 ９期

後期高齢者医療保険料 ８期

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　２月17日（土）　12時～16時
　　　　 ３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）

ホテル献血
今年度もホテル献血を実施します。
ゆったりと献血ができ、飲物とケー
キのサービスもあります。
【と　き】２月27日（火）
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ
            （港町）
【受付時間】10時～11時45分
　　　　　 13時～15時30分
※400mL全血献血をお願いします。
問 滋賀県赤十字血液センター献血推進課
　（☎０７７－５６４－５５２３）


