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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

●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

６月15日号：５月15日(火） ７月１日号：５月29日(火)
●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)までお問い合わせください。情報ひろば 

◆記念講演会「湖北の仏教美術」
【と　き】５月11日(金)　14時〜
【ところ】浅井図書館(大依町)
【講　師】秀

しゅう

明
めい

文化財団
            参事　髙梨

たかなし

純
じゅん

次
じ

氏
【受講料】一般500円(あざい歴史の会

会員無料)
【申込み】不要
■問浅井歴史民俗資料館(☎７４−０１０１)

◆野鳥センター５月定例観察会
長浜有数の美林、菅山寺の森を歩い
て自然観察をします。

【と　き】５月13日(日)
            ９時30分〜14時30分

【ところ】湖北野鳥センター
            (湖北町今西)

【参加費】大人200円(市内の小中学生
無料)

【持ち物】弁当、水筒、タオル、お持
ちの人は観察用具

【申込み】不要
■問湖北野鳥センター(☎７９−１２８９)

◆不登校ママお茶会
不登校のお子さんのお母さんで集ま
り、お喋りしましょう。

【と　き】５月17日(木)　10時〜12時
【ところ】びわ高齢者福祉センター
            (難波町)
※参加無料、申込不要。
■問cotton〜こっとん〜 藤

ふじ

田
た

(☎０９０－５１３２－８４０５)

◆いきいき健康フェスティバル
「幸せは心と体の健康から」をテー
マに、子どもも大人も楽しめるイベ
ントです。

【と　き】５月20日(日)　10時〜16時
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【内 容】講演会、健康講座、血管年

齢測定、体力測定、骨密度

測定、ちびっこ調剤体験、
ロードトレイン、消防煙体
験トンネル、飲食、野外ス
テージなど

■問ＮＰＯ法人健康づくり０次クラブ
(☎５０−３１９１)

◆チャリティー茶会
【と　き】５月23日(水)　10時〜15時
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ
            (港町)

【参加費】チケット4,000円(香煎席、
薄茶席、食事代)

※チケットは北ビワコホテルグラツ
ィエまたはソロプチミスト会員か
ら購入できます。当日券もありま
す。

■問国際ソロプチミスト長浜　北村
き たむら

(☎６３−６７７５)

◆ハーバリウムづくり
人気のハーバリウム(フラワーインテ
リア)を作って母の日にプレゼントし
ませんか。

【と　き】５月12日(土)　
            ①13時〜②15時〜

【ところ】神照まちづくりセンター
            (神照町)

【定　員】各回５人
【参加費】2,300円(材料費含む)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 フラワーサークル花工房　松本

ま つもと

(☎５０−６６９３)

◆滋賀文教短期大学〜大学開放講座〜
①中国詩の変遷〜詩

し

経
きょう

から陶淵明
とうえんめい

まで〜
【と　き】５月17日(木)〜７月５日(木)
            14時〜(全８回)　 

【受講料】6,500円
②『源氏物語』から和歌を読み解く
〜三十一文字に込めた想いと表現〜

【と　き】５月25日(金)〜９月14日(金)
            14時〜(全５回)　 

【受講料】2,000円
《共通事項》

【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)
※講座の締切や申込み方法について
は電話で下記まで。
■問･申 滋賀文教短期大学(☎６３−５８１５)

◆一日回峰行・講演会
歴史と新緑の季節を楽しみましょう。

【と　き】５月19日(土)　９時〜15時30分
※悪天候時は27日(日)に延期

【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】小谷山での回峰行、下山後

五先賢の館で講演会「湖北
を守った浅井家を語る〜浅
井家のその後〜」(講師：学
芸員　西原

にしはら

雄大
たけひろ

)、
お茶会(遠州流茶道浅井支部)

【参加費】500円(小中学生無料)
【申込み】電話、ＦＡＸまたはメール

で下記まで。
■問･申 五先賢の館(☎７４−０５６０／

７４−０９１０)
✉gosenken@zd.ztv.ne.jp

◆子育て支援講習会
【と　き】５月19日(土)　
            10時〜11時30分

【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】子どもに起きやすい事故の

予防と手当て
【定　員】50人程度(先着順) 
【申込み】５月11日(金)までに電話で

下記まで。
※参加無料、託児あり(要申込)。
■問･申長浜赤十字病院(☎６３−２１１１)

◆弓道スポーツ教室
【と き】５月22日(火)〜６月19日(火)の

毎週火・土曜日  19時30分〜21時
【ところ】長浜市民弓道場(宮前町)
【対　象】一般・大学生以上

FAX

【受講料】5,000円(全９回分)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 長浜市民弓道場　金

か ね

子
こ

(☎０９０－３８６５－８７５１)

◆ふな寿司の漬け方教室
【と　き】６月16日(土)　14時〜15時30分
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【講　師】世

よ

森
もり

伸
しん

吾
ご

氏
【対　象】長浜・米原市在住の人
【定　員】20人(初めての人優先)
※応募多数の場合抽選。

【負担金】2,500円(当日集金)
【申込み】５月１日(火)〜15日(火)に電話

またはメールで下記まで。
■問･申 長浜地方卸売市場(☎６３－４０００)

✉nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆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】５月11日(金)
            13時30分〜16時

【ところ】木之本まちづくりセンター
            (木之本町木之本)

【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)

催　し

講座・教室

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】５月10日(木)
            10時〜14時 
            ５月19日(土)
            12時〜16時

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【相談員】下

しも

地
じ

久美子
く み 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)

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
５月８日(火)、24日(木)
18時〜20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
５月25日(金)　18時～20時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
５月17日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)
５月９日(水)　13時〜15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
５月17日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)
５月26日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
５月16日(水)　17時〜19時

■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。

長浜米原休日急患診療所
５・６月の診療日のお知らせ

【診療日】５月３日、４日、５日、
               ６日、13日、20日、27日、
               ６月３日、10日、17日、24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)

５月の税・料
固定資産税・都市計画税　前納・１期
軽自動車税　　　　　　　全期
※納税には口座振替をご利用ください。

相　談

不用品交換情報(４月６日現在)
◆ください(無料)
○ロックミシン○軽自動車用タイヤ○卓上ミシン○電子ピアノ
○幼児用自転車○屋根付犬用サークル○プリンター○こいのぼ
り○盆栽鉢○木綿布団○小型冷蔵庫○自転車○木綿の敷布団○
女子用ゴルフセット（左利き用）○ダブルベッド○ステレオ○
リカちゃん人形の洋服○手押し棒つき三輪車○大型冷蔵庫
◆あげます(無料)
○電気ストーブ○展

て ん

翅
し

板
ば ん

○昆虫用標本箱○キャットタワー○盆栽
鉢○食器棚○たんす○ドレッサー○学習机○こたつの天板○テレ
ビ台
※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)


