情報ひろば
◆プラチナプラザ井戸端道場が移転します

問 湖北医師会
（☎６５−３６００）

（☎８２−６３１１）

◆Englishカフェ参加者募集

◆ヨガ教室

気楽に英語で交流しませんか。
【と き】３月17日（土） 13時〜15時
【ところ】多文化共生・国際文化交流ハウ

プラチナプラザの喫茶 「井戸端道場」を
３月２日（金）曳山博物館内に移転オープ
（神照町）
スGEO
ンします。ぜひ気軽にご利用ください。
（先着順）
【定 員】15人
また、60歳以上の女性スタッフを募集し
（お菓子・ドリンク付き）
【参加費】500円
ます。詳しくは下記まで。
３月16日
（金）
までに電話で下記
【申込み】
問 プラチナプラザ事務局
まで。
（☎６５−３３３９）
問・申 長浜市民国際交流協会
（☎６３−４４００）

催

◆子 ど も 食 堂
オープン

し

わ

わ

わ

輪・ 和・ 笑 食 堂 プ レ

子どもと地域の人たちがつながる場「子
ども食堂」をぜひご利用ください。
（土） 10時30分〜14時
【と き】３月10日
【参加費】小学生以下100円
中学生以上200円
【ところ】子ども食堂 輪・和・笑食堂
（朝日町）
※小学生未満については、保護者同伴。
【定 員】80人（先着順）
（水）までに電話で下記
【申込み】３月７日
まで。
問・申 輪・和・笑食堂 村居
（☎０７０−２３２３−４７１５）

◆至近距離クラシックライブ
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。
（日）
【と き】３月18日
14時〜15時30分
（港町）
【ところ】臨湖
（中学生以下無料）
【参加費】1,000円
（予定）
の
【内 容】ヴァイオリン・ピアノ
演奏、質問タイム。お子様連れ
でも参加できます。
問 臨湖
（☎６５−２１２０）

◆第25回伊香高校文化部合同発表会
美術、茶華道、吹奏楽、ホームメイキン
グの各部活動が日頃の成果を発表します。
（水・祝）
【と き】３月21日
10時〜15時
（木之本町木之本）
【ところ】きのもと交遊館
※入場無料。
問 伊香高校
（☎８２−４１４１）

講座・教室
◆健康教室

（木）
【と き】３月８日
イタリア語で歌うオペラと、日本語に訳
13時30分〜15時
した落語調の語りを楽しみます。また地 【ところ】湖北医療サポートセンター
元活動グループによる演奏やコーラス、
（宮司町）
本の読み聞かせなども行います。
【テーマ】感情こそ真実なり
【と き】３月10日（土）
〜心が健康であるために〜
14時〜
（13時30分開場）
【講 師】米原市地域包括医療福祉セン
（木之本町木之本）
【ところ】きのもと交遊館
ターふくしあ
【入場料】500円（中学生以下無料）
臨床社会福祉士 奥平 俊子 氏
問 K−ZOHN運営協議会
※申込不要、入場無料。

◆落語でオペラ～愛の妙薬～

【講 師】小宮山 和子 氏
（先着順）
【定 員】15人
【参加費】500円
【申込み】電話またはメールで下記まで。
※託児あり 先着５人
（100円）
問・申 Heart Train dai〜dai〜 村山
（☎０９０−４０３８−８８９９）

*daidai.risa@gmail.com
◆農業セミナー

【と

（日）
き】３月18日
13時30分〜（13時受付）
【ところ】虎姫まちづくりセンター
（田町）
【テーマ】四季の野菜作りパート２
【講 師】JA北びわこ常務理事
森 政男 氏
※申込不要、入場無料。
問（一社）
昭和興農会 馬場
（☎０９０−３７２９−９８８９）

◆魚のさばき方教室

【と き】３月20日（火） 14時〜16時
【ところ】長浜まちづくりセンター
（高田町）
（応募多数の場合は抽選）
【定 員】10人
【対 象】長浜市または米原市在住の人
（材料費、保険料含む）
【負担金】1,000円
【持ち物】エプロン、三角巾、出刃包丁、
刺身包丁、まな板、持ち帰り
用タッパー、ふきん
（数枚）、
筆記用具
（木）
〜９日
（金）
17時ま
【申込み】３月１日
でに電話かメールで下記まで。
問・申 長浜地方卸売市場
（☎６３−４０００）
*nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆介護の初歩を学びませんか
初歩的な介護の知識を、座学と実技を
通して学べます。
（木）
【と き】３月22日
９時〜16時30分

有料広告欄
弁護士法人

おうみ法律事務所

◆第５回ふれあい講座「パン作り講座」
初心者を対象に、簡単でおいしいパンを
作ります。
（火） 13時〜16時
【と き】３月27日
【ところ】市民交流センター
（地福寺町）
【講 師】製菓製パン講師 吉居 啓子 氏
【参加費】1,500円（材料費込み）
【定 員】10人（先着順）
【持ち物】エプロン、タッパー（１ℓ）、筆
記用具
（木）
までに電話または
【申込み】３月15日
直接下記まで。
問・申 市民交流センター
（☎６５−３３６６）

◆講演会「こころ育ち」
心理の専門家から「話し方・聴き方」の
コツ、人の思いを受け止め尊重すること
ばの使い方が学べます。
（日） 13時30分
【と き】３月25日
【ところ】神照まちづくりセンター
（神照町）
【講 師】スクールソーシャルワーカー
鈴木 修 一 氏
【申込み】電話で下記まで。
問・申 湖北メンタル友の会 安賀
（☎６２−９８８２）
子育てサロンみんなでしゃべり場 鈴木
（☎６３−７８８５）

◆介護職員初任者研修

【と

（金）
〜８月８日
（水）
の
き】５月11日
うち23日間
【ところ】湖北福祉ステーション
（湖北町速水）
【対 象】研修の全課程を受講できる人
【定 員】30人
【受講料】長浜・米原・高島市内在住または
長浜市内にお勤めの人39,800円
（受講料返金制度あり※条件つき）
（水）
【申込期間】３月１日（木）〜４月25日
※申込方法など詳しくは下記まで。
問・申 長浜市社会福祉協議会介護事業課
（☎７８−８２９４）

募

集

〒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

23

広報ながはま

2018年３月

◆ボランティア登録説明会参加者募集
国際交流ボランティアとして活躍する人
を募集します。
（土） 15時〜16時
【と き】３月17日
【ところ】多文化共生・国際文化交流ハウ
スGEO（神照町）
【対 象】どなたでも
【定 員】30人（先着順）
【入場料】無料
（水）
までに電話で下記
【申込み】３月14日
まで。
問・申 長浜市民国際交流協会
（☎６３−４４００）

女性の悩み相談
（要予約）
【と

き】３月17日（土） 12時〜16時
４月12日（木） 10時〜14時
【ところ】市民交流センター和室（地福寺町）
（臨床心理士）
【相談員】下地久美子さん
【料 金】無料
※託児あり
（要予約）
、
秘密厳守
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）

結婚相談
（木）18時〜20時
【長浜地域】 ３月22日

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。

長浜米原休日急患診療所
３・４月の診療日のお知らせ
【診療日】３月４日、11日、18日、21日、
25日、４月１日、８日、15日、
22日、29日、30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。
健康推進課（☎６５−７７７９）

3月の税・料
国民健康保険料

10期

介護保険料

10期

後期高齢者医療保険料

９期

市民交流センター（地福寺町）
（金）18時〜20時
【浅井地域】 ３月23日
湯田まちづくりセンター（内保町）
（金）19時30分〜21時
【びわ地域】 ３月23日
びわまちづくりセンター（難波町）
（金）18時〜20時
【虎姫地域】 ３月23日
虎姫まちづくりセンター（田町）
（木）18時〜20時
【湖北地域】 ３月15日
湖北まちづくりセンター（湖北町速水）
（水）13時〜15時
【高月地域】 ３月14日
高月支所
（高月町渡岸寺）
（木）15時〜17時
【木之本地域】 ３月15日
木之本まちづくりセンター（北部振興局内）
（土）10時〜12時
【余呉地域】 ３月24日
山村開発センター（余呉町中之郷）

不用品交換情報（2月8日現在）

◆ください（無料）

○こたつの天板○ピアノ○電気ストーブ○
テレビ台○籐のいす○キーボード○コンポ
○ベッド○卓球台○60cmガラス水槽○テ
レビ○脚の短い長机○血圧計○盆栽鉢
（中
型）

◆あげます（無料）

○植木鉢○プランター○編み機の付属品
一式○40cmガラス水槽○木製はしご○く
らかけ○木綿布団○毛布○羽毛布団セット
○衣装ケース
※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

◆フリーマーケット出店者募集

【と き】４月８日（日）
【ところ】臨湖（港町）
【募集数】43店（申込多数の場合は抽選）

画】屋内２m×２m
屋外３m×２m
【出店料】屋内1,000円、屋外700円
（木）
までに電話または
【申込み】３月15日
直接下記まで。
問・申 臨湖
（☎６５−２１２０）

問

き】３月10日（土）
11時〜13時
【ところ】長浜地方卸売市場（田村町）
【内 容】お楽しみイベント、鮮魚販売、
うどん・そばの実食など
問 長浜地方卸売市場
（☎６３−４０００）

（金）
き】３月16日
10時〜11時20分
（地福寺町）
【ところ】市民交流センター

【区

申

◆きゃんせ土曜市

【と

【と

【ところ】湖北朝日の里（湖北町延勝寺）
【対 象】どなたでも
【定 員】20人（先着順）
（木）
までに電話で下記
【申込み】３月15日
まで。
※受講料無料。
問・申 滋賀県社会福祉協議会
湖北介護・福祉人材センター
（☎６４−５１２５）

問

お知らせ

●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
４月15日号：３月15日(木） ５月１日号：３月30日(金)
●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。

環境保全課
（☎６５−６５１３）

（水）17時〜19時
【西浅井地域】 ３月14日
西浅井まちづくりセンター（西浅井支所内）
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