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●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

７月１日号：５月29日(火） ７月15日号：６月19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 

◆初診時の選定療養費について
長浜赤十字病院では、４月から他の医
療機関からの紹介状なしで初診で受診
される場合、通常の診療費のほかに選
定医療費5,000円(税別)をご負担いた
だいています。ご協力お願いします。
■問長浜赤十字病院(☎６３−２１１１)

◆田村駅東駐車場の一時駐車料金が
安くなりました

田村駅の利用者増加を図るため、４
月から土日祝日の一時駐車料金を値
下げしました。
普通自動車・軽自動車(大型車不可)
変更前：２時間を越え３時間以内300円

３時間を越え24時間以内400円
変更後：２時間を越え24時間以内200円
バイク(125cc超)
変更後：１日１回あたり250円→200円
※日をまたぐ場合は、当日の駐車料
金に経過した日の駐車料金が加算
されます。

■問長浜市シルバー人材センター
(☎６５−３３６７)

◆バーデあざい65歳以上無料ご招待
【期　間】６月１日(金)〜30日(土)
            毎週火曜日定休

【対　象】市内在住で６月30日時点で
65歳以上の人

※バーデあざいの受付で生年月日が確
認できるものを提示してください。

※無料招待は１人１回までです。
■問バーデあざい(☎７６−１１２６)

◆長浜さつきの会「花季盆栽展」
さつき、山野草の盆栽展示を行います。

【と　き】５月25日(金)〜５月27日(日)
            ９時〜17時
※初日は12時から。最終日は15時まで。

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
※26日、27日は盆栽に関する技術指
導講習会あり。

■問長浜さつきの会　小
お

川
がわ

(☎７４－０５２５)

◆長浜さつき盆栽展
明治の薫り漂う慶雲館で赤・白・ピ
ンクの華やかな彩りと、初夏の薫り

をお楽しみください。
【と　き】５月26日(土)〜６月10日(日)

９時30分〜17時
【ところ】慶雲館(港町)
【料　金】大人500円、小中学生200円
■問慶雲館(☎６２−０７４０)

◆国際交流パーティー
アラスカから来日する中高生の皆さ
んと交流しませんか。

【と　き】６月５日(火)
            18時30分〜20時(受付18時)

【ところ】多文化共生・国際文化交流
ハウスＧＥＯ

ジ オ

(神照町)
【参加費】1,000円(軽食付)
【申込み】５月30日(水)までに電話で

下記まで。
■問･申 長浜市民国際交流協会

(☎６３−４４００)

◆ピュアブラス第５回定期演奏会
長浜市・米原市でのイベントや施設で
の演奏を中心に活動している吹奏楽団
「ピュアブラス」の定期演奏会です。

【と き】６月10日(日)
            14時〜(13時30分開場)

【ところ】ルッチプラザ(米原市長岡)
【曲 目】アルセナール、ラプソディ

ー・イン・ブルー、ディズニ
ー・アラウンド・ザ・ワール
ド、アルメニアン・ダンス・
パートⅠ他

【入場料】無料
■問ピュアブラス　伊

い

藤
と う

(☎０９０−８６５４−９８１８)

◆エコチルフェスタ2018＠長浜
〜人形劇「３びきのこぶた」〜

【と　き】７月28日(土)　
            11時〜12時、14時〜15時
            (完全入替制２回公演)

【ところ】浅井文化ホール(内保町)
【内　容】エコチル調査からのお知ら

せ、人形劇
【対　象】市内在住または在園在学、

在勤の人とその家族
【入場料】無料
【申込み】申込方法の詳細はエコチル

調査京都ユニッ
トセンターのホ
ームページをご
覧ください。

■問･申 エコチル調査長浜オフィス
(☎０８０−７０２９−０１４８)

◆おしゃれな筆文字レッスン
【と　き】５月26日(土)
            13時30分〜15時30分

【ところ】南郷里まちづくりセンター
            (新栄町)

【講　師】西
に し

村
む ら

敦
あつ

子
こ

氏
【参加費】2,800円(お茶・お菓子付)
【定　員】８人
【申込み】メールまたは電話で下記まで。
■問･申 Biwajyo

ビ ワ ジ ョ

村山
む らやま

(☎０９０−４０３８−８８９９)

◆滋賀大学公開講座
「わくわくテニス教室」
〜プロ・学生と楽しむテニス〜

【と　き】５月26日(土)、６月30日(土)
            ９月29日(土)、10月20日(土)
            ９時30分〜12時
※どの回にも自由に参加できます。

【ところ】滋賀大学彦根キャンパス
            テニスコート(彦根市金亀町)

【対　象】小中学生、高校生、市民一般
【定　員】大人・子ども各20人
            (先着順)

【参加費】1,500円／回
※詳細はHPをご覧ください。
■問･申 滋賀大学　学術国際課

(☎０７４９－２７－７５２１)

◆マタニティ勉強会
○赤ちゃんとの暮らし
赤ちゃんが生まれてからの生活を考
えてみましょう。

【と　き】５月28日(月)10時〜11時
【対　象】妊娠中期〜後期の人
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)

○赤ちゃんの沐浴
赤ちゃん人形での沐浴体験を行いま
す。

【と　き】６月11日(月)10時〜11時
【対　象】妊娠中期〜後期の人
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)
※いずれも参加費無料。
■問まちのほけんしつ　きずな
(☎６８−３２１５)

お知らせ

催　し

講座・教室 ◆「病児保育室ぽかぽか」利用登録会
病児保育の利用には登録が必要です。
集団登録会を開催しますので、この機
会にぜひご利用ください。

【と　き】５月31日(木)　13時30分〜
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 まちのほけんしつ

(☎６８−３２１６)

◆「赤谷の里」料理講習会
地域の食材を使って料理講習会を行
います。

【と　き】６月９日(土)、７月７日(土)
９月２日(日)、11月10日(土)

             12月２日(日)、12月16日(日)
              １月19日(土)、２月２日(土)

【ところ】赤谷荘(小谷丁野町)
【内　容】さばソーメンと大豆料理　他
【定　員】各20人
【参加費】1,000円／回
【申込み】５月28日(月)までに電話で

下記まで。
■問･申 赤谷の里　岸田

(☎０８０−５３６２−０２８４)

◆体験教室「べんがら染め」
土からできた天然染料、べんがらで
手ぬぐいを染めよう。

【と　き】６月10日(日)　10時〜
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【講　師】渡辺

わたなべ

彩
あや

乃
の

氏
【対　象】どなたでも
【定　員】20人(先着順)
【参加費】500円／人
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 浅井歴史民俗資料館

(☎７４－０１０１)

◆滋賀文教短期大学〜大学開放講座〜
滋賀の児童文学１
〜巌谷小波の昔噺を読む〜

【と　き】６月11日(月)〜７月23日(月)
            10時〜(全４回)

【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)
【受講料】3,000円
※講座の締切や申込み方法の詳細は下
記まで。
■問･申 滋賀文教短期大学

(☎６３−５８１５)

◆音訳ボランティア養成講習会
視覚にしょうがいのある人々へ自分
の声で情報を伝える音訳ボランティ
ア。まずは視覚しょうがいを理解す
るところから始めてみませんか。

【と　き】６月13日(水)、７月４日(水)
           ７月18日(水)、８月１日(水)
            10時〜12時

【ところ】滋賀県立視覚障害者センター
            (彦根市松原)

【対　象】音訳ボランティアに興味が
あり、で全４回の講座に出
席できる人

【定　員】30人(先着順)
【申込み】①講座名②氏名③郵便番号

④住所⑤電話番号を電話、
FAXまたはメールで下記まで。

■問･申 滋賀県立聴覚障害者センター
(☎０７４９−２２−７９０１)
( ０７４９−２２−７８９０)
✉shice2@smile.ocn.ne.jp

◆ゆかた着付け教室
外国人市民を対象にゆかた着付け教
室を開催します。

【と　き】６月30日(土)
13時30分〜15時

【ところ】多文化共生・国際文化交流
ハウスＧＥＯ

ジ オ

(神照町)
【対　象】市内在住の外国人女性
【定　員】10人(先着順)
【持ち物】ゆかた、帯、腰ひも３本、

フェイスタオル３本
【受講料】2,000円
【申込み】６月22日(金)までに電話で

下記まで。
※当日は首元が開いたタンクトップ
やキャミソールとスパッツを着て
きてください。
■問･申 長浜市民国際交流協会

(☎６３−４４００)

◆ゆかた寄附のお願い
外国人の皆さんにゆかたの着付けを
楽しんでもらうため、不要になった
女性用ゆかた等を募集します。

【募集品】女性用ゆかた(幅広・丈長
希望)、ゆかた帯、腰ひ
も、伊達じめ、帯板

【期　間】６月10日(日)19時まで
【申込み】前日17時までに電話で下記

まで。

■問･申 長浜市民国際交流協会
(☎６３−４４００)

◆ＮＨＫＢＳプレミアム
「にっぽん縦断こころ旅」お手紙募集
あなたのこころにある風景を訪れる
「こころ旅2018“春の旅”」では、
皆さんが出会った風景とエピソード
を募集しています。

【放送予定】７月９日(月)〜13日(金)
            月〜金７時45分〜７時59分
            火〜金19時〜19時29分
            土・日11時〜11時58分
            ※土・日は再放送  

【申込み】６月４日(月)(必着)までに
郵送またはＦＡＸで下記ま
で。番組ホームページから
でも申込みできます。

■問･申 ＮＨＫふれあいセンター
〒150-8001「こころ旅」係
(住所不要)
(☎０３−３４６５−１３２７)

◆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】６月８日(金)
             13時30分～16時

【ところ】西浅井まちづくりセンター
             (西浅井町大浦)

【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)

FAX

募　集

相　談

不用品交換情報(４月26日現在)
◆ください(無料)
○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○りかちゃん人形の洋服○幼児用自転
車○屋根つき犬用サークル〇Ｂ型ベビー
カー〇ポータブルミシン〇子ども用自転
車(低学年用)〇子ども用自転車(高学年用)
〇二層式洗濯機〇炊飯器〇ベビーベッド
〇台つきベビーチェア〇プリンター〇三
輪車(男の子用)

◆あげます(無料)
○昆虫用標本箱○展

て ん

翅
し

板
ば ん

○電気ストーブ〇
一人掛けソファ〇冷凍庫〇小型冷蔵庫〇大
型犬用の犬舎〇中型犬用のキャリー籠
※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)


