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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

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
　５月15日号：４月12日(木）　６月１日号：４月25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
◆計画的に年次有給休暇をとりましょう
年次有給休暇は、労働基準法で定めら
れた労働者の権利です。働いている皆
さんは計画的に取得しましょう。経営
者の皆さんは取得しやすい職場づくり
に取り組みましょう。
問滋賀労働局雇用環境・均等室
　（☎０７７－５２３－１１９０）

催　　し
◆プチ計測会
お子さんの体重・身長をはかりませんか。
【と　き】４月19日（木）
【対　象】０歳　13時15分～
　　　　 １歳以上の未就園児　14時15分～
【ところ】まちのほけんしつ（平方町）
※計測無料、申込不要。
問まちのほけんしつ（☎６８－３２１５）

講座・教室
◆硬式テニス春季スクール受講生募集
【と　き】 ４月12日（木）、25日（水）、
　　　　 ５月９日（水）、16日（水）、
　　　　 ６月６日（水）、27日（水）、
　　　　 ７月18日（水）、25日（水）
　　　　 19時30分～21時
【ところ】長浜バイオ大学ドーム（田村町）
　　　　 屋内コート
【対　象】11歳以上の初級者
【受講料】7,000円（全８回）
【定　員】24人（先着順）
【申込み】 ４月10日（火）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

◆連続講座「観音の里のホトケたち」
湖北地方に数多くある仏像についての
魅力を地域別に解説します。
【と　き】 ４月18日（水）、５月18日（金）、

６月19日（火）、７月19日（木）、
８月21日（火）、９月18日（火）、
10月18日（木）

　　　　 13時30分～（13時受付）
【ところ】 高月まちづくりセンター
　　　　 （高月町渡岸寺） 
【受講料】2,000円（全７回）、１回300円
【講　師】長浜城歴史博物館
　　　　 館長 秀

ひで

平
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 文
ふみ

忠
ただ

【定　員】100人
【申込み】電話で下記まで。
問・申奥びわ湖ボランティアガイド協会
　　 （☎８２－５９０９）
　　 （☎０９０－３２７９－６５６３）

◆ヨガ教室
【と　き】４月20日（金）
　　　　 10時～11時20分
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】小

こ

宮
み

山
やま

 和
かず

子
こ

 氏
【定　員】15人（先着順）
【参加費】500円
【申込み】電話またはメールで下記まで。
問・申 H
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ai　村山
　　 （☎０９０－４０３８－８８９９）

　　 *daidai.risa@gmail.com
◆第１回ふれあい講座「韓国語講座」
簡単な韓国語を学び、韓国の文化や風
習に触れてみませんか。
【と　き】４月26日（木）
　　　　 14時～16時
【ところ】市民交流センター（地福寺町）
【講　師】韓国語サークル「カッチ」
　　　　 辻

つじ

 幸
ゆき

男
お

 氏
【定　員】20人（先着順）
【参加費】無料
【申込み】 ４月23日（月）までに電話また

は直接下記まで。
問・申市民交流センター
　　（☎６５－３３６６）

◆介護福祉士実務者研修会
【と　き】５月１日（火）～８月31日（金）
【ところ】特別養護老人ホームアンタレス
　　　　 （加田町）
【対　象】心身が健康で介護福祉士の
　　　　 資格取得をめざす人
【定　員】40人（多数の場合は抽選）
【受講料】（例）ヘルパー２級有資格者・
　　　　 初任者研修修了者の場合12
　　　　 万円（教材費込み・返金制度あり）
【申込期限】４月28日（土）
※申込方法など詳しくは下記まで。
問・申青祥会法人本部
　　（☎６８－４１１４）

募　　集
◆市民ソフトボール大会
　参加チーム募集
トーナメント方式の大会です。
【と　き】４月22日（日）　８時30分～
※雨天の場合は４月29日（日・祝）
【ところ】神照運動公園（神照町）
【参加資格】 市内在住・在勤の人（学生は

除く）で編成したチーム
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】 ４月14日（土）までに電話また

はFAXで下記まで。
問・申長浜市ソフトボール協会　髙森
　　（☎６２－４１８１／ ６２－４１８４）

相　　談
◆行政相談をご利用ください
①４月10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

さかい

井 冨
とみ こ

子 氏
②４月11日（水）　13時～15時
高月支所(高月町渡岸寺）
行政相談委員　髙

たかやま

山 平
へい

一
いちろう

郎 氏
③４月18日（水）　13時～16時
長浜市社会福祉センター(八幡東町）
行政相談委員　三

みうら

浦 正
まさ し

司 氏

④４月19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

たにぐち

口 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）

◆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】４月13日（金）
　　　　 13時30分～16時
【ところ】湖北まちづくりセンター
　　　　 （湖北町速水）
【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）

◆犯罪被害者等のための法律・心理相談
【と　き】５月17日（木）
　　　　 10時30分～15時30分
【ところ】米原市役所米原庁舎
　　　　 （米原市下多良）
【申込み】電話で下記まで。
※ 完全予約制です。予約が埋まり次第
受付を終了します。
同時開催パネル展
【と　き】５月15日（火）～17日（木）
　　　　 10時30分～15時30分
問・申（公社）おうみ犯罪被害者支援センター
　　（☎０７７－５２５－８１０３）

納付月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

納付期限 ５月31日
(木)

７月２日
(月)

７月31日
(火)

８月31日
(金)

10月１日
(月)

10月31日
(水)

11月30日
(金)

１月４日
(金)

１月31日
(木)

２月28日
(木)

４月１日
(月)

市県民税 前納
１期

２期 ３期 ４期

固定資産税
都市計画税

前納
１期

２期 ３期 ４期

軽自動車税 全期

国民健康保険料（税） 前納
１期

２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期

介護保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期
後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期
※６月・９月・12月・３月の各末日は取扱金融機関の休業日にあたるため、納付期限は翌営業日になります。
※65歳以上の人で、市県民税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料のうち、年金からいただく分については、支給時に振替となります。

納付カレンダー

広報ながはま　2018年４月広報ながはま　2018年４月 3031

不用品交換情報（3月16日現在）
◆ください（無料）
○盆栽鉢（20㎝）○こいのぼり○プリンター○屋根付き犬
用サークル○三輪車○幼児用自転車○電子ピアノ○ポー
タブル卓上ミシン○軽自動車用タイヤ○ロックミシン
◆あげます（無料）
○ガラス水槽○テレビ台○こたつの天板○学習机○ドレッ
サー○タンス○食器棚○盆栽鉢（直径40cm）○手押し棒
付き三輪車○1人用ソファー○冷蔵庫（大型3ドア）
※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）

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
４・５月の診療日のお知らせ

【診療日】　 ４月１日、８日、15日、22日、
29日、30日、５月３日、４日、５
日、６日、13日、20日、27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）

女性の悩み相談（要予約）
【と　き】　４月12日（木）　10時～14時
　　　　 ４月21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

 氏（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）

○市民交流センター（地福寺町）
　４月10日（火）、26日（木）
　18時～20時
○湯田まちづくりセンター（内保町）
　４月27日（金）18時～20時
○湖北まちづくりセンター（湖北町速水）
　４月19日（木）18時～20時
○高月支所（高月町渡岸寺）
　４月11日（水）13時～15時
○木之本まちづくりセンター（北部振興局内）
　４月19日（木）15時～17時
○山村開発センター（余呉町中之郷）
　４月28日（土）10時～12時
○西浅井まちづくりセンター（西浅井支所内）
　４月18日（水）17時～19時


