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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

８月１日号：６月29日(金） ８月15日号：７月17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 

◆不正改造は犯罪です
６月は「不正改造車を排除する運
動」の強化月間です。不適切なライ
トの色や、運転手席、助手席の窓ガ
ラスへの着色フィルムの貼り付けな
ど、不正改造車を見かけたら下記ま
で情報をお寄せください。
■問滋賀運輸支局
(☎０７７−５８５−７２５２)

◆Englishカフェ参加者募集
気軽に英語で交流しませんか。

【と　き】６月23日(土) 13時〜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)
【定　員】15人(先着順)
【参加費】500円(お菓子・ドリンク付き)
【申込み】６月22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)

◆長浜北星高等養護学校
夏の販売会

【と　き】６月23日(土) 10時〜12時
【ところ】長浜北星高等学校(地福寺町)
【販売商品】各種花苗、木製プランター、

テラコッタ鉢、さき織り製
品など

※商品の持ち帰り用の袋などをお持
ちください。

※なるべく釣銭が出ないようにご協
力お願いします。

■問県立長浜北星高等養護学校
(☎６２−０９３０)

◆街中ガラスと灯りのミュージアム
黒壁スクエア30周年を記念してイベン
トを行います。また、今後年間を通じ
てさまざまなイベントを開催します。

【と　き】７月１日(日)17時〜20時30分
【ところ】黒壁スクエア一帯
■問黒壁グループ協議会
(☎６５－３３３９)

◆湖北口腔保健フェスティバル
お口の健康について学びましょう。

【と　き】６月24日(日) 10時〜16時
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)

【内　容】ポスター展、フッ化物塗布、
歯磨き個別指導、調剤体験
など

■問湖北歯科医師会(☎６２−３０２０)

◆ゆめいろ朗読会
〜南吉さんに出会う午後〜

今、「大人の習い事」として静かな
ブームの朗読の魅力を、新

にい

美
み

南
み ん

吉
き ち

の
童話で感じてみませんか。

【と　き】６月24日(日) 13時30分〜
【ところ】神照まちづくりセンター
            (神照町)
※入場無料、申込不要。
■問朗読ゆめいろ(☎６５−５６９２)

◆第20回金太郎相撲大会参加者募集
【と　き】７月１日(日) ９時〜
【ところ】西黒田まちづくりセンター
            (常喜町)

【対　象】幼児および小学生(男女問わず)
            〇幼児(年中・年長)クラス
            〇低学年(１、２年生)クラス
            〇中学年(３、４年生)クラス
            〇高学年(５、６年生)クラス

【参加費】無料
【服　装】体操着を原則とし、ベルト

やボタン等がない服装の上
からまわしを締める。

【申込み】６月24日(日)までに電話、FA
Xまたはメールで下記まで。

※参加者には模擬店の無料交換券を
配布します。
■問･申 西黒田まちづくりセンター

(☎６２−０３８１)
( ６４−２７４６)
✉nishikuro-koumin@friend.ocn.ne.jp

◆第５回交遊館まちなかふれあい
コンサート～七夕によせて～

【と　き】７月７日(土)14時〜
【ところ】きのもと交遊館
            (木之本町木之本)

【内　容】１部　『木の匙』歌曲と芝
居で紡ぐ、ある夫婦の物語

            ２部　まちなかコンサート
【出　演】森

もり

屋
や

結
ゆい

、岡
おか

田
だ

通利
みちとし

他
【入場料】1,000円(中学生以下無料)
【申込み】電話で下記まで。(当日購入可)
■問･申 きのもと交遊館(☎８２−６３１１)

◆湖北がんフォーラム2018
【と　き】７月22日(日)

13時30分〜(13時受付)

【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【内　容】
テーマ「湖北でできる最新のがん診療」
講演「市立長浜病院でできること」
〜高精度放射線治療と最近の免疫療
法などを中心に〜
講演「長浜赤十字病院でできること」
〜内視鏡治療からロボット手術まで〜
パネルディスカッション
「最新のがん診療を支える医療連携」
〜治療をスムーズに受けていただく
ための仕組みについて〜

【対　象】どなたでも
【定　員】400人
※参加費無料、申込不要。
■問市立長浜病院がん対策推進室

(☎６８−２３００)

◆こほく健康づくり広場
【と　き】７月26日(木)10時〜
【ところ】湖北福祉ステーション
            (湖北町速水)

【内　容】施設の筋力トレーニング機
器の使用や運動についての
説明

【定　員】10人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
※参加無料
※初回講習以降は、機器使用料とし
て500円/月かかります。
■問･申 長浜市社会福祉協議会

(☎７８−８２９４)

◆ときわ亭キッズキャンプ
子どもたちの楽しい夏の思い出に。
土壁塗りと縁側つくりを通して、地
域の風景をつくりませんか。

【と　き】８月２日(木)〜４日(土)
         ※雨天決行、荒天中止

【ところ】ＮＰＯ法人つどい　ときわ亭
            (常喜町)

【持ち物】汚れてもいい服装、筆記用具、
帽子、タオル、バスタオル

【参加費】１日のみ　1,000円
            １泊２日　3,000円
            ２泊３日　5,000円
            保護者　　　500円

【対　象】小・中学生
【定　員】20人／日(宿泊は８人)
【申込み】電話で下記まで。
※参加費には保険代が含まれます。
※小学生３年生以下は保護者同伴
■問･申 認定ＮＰＯ法人つどい

(☎５７－６７７７)

FAX

お知らせ

催　し

◆ハーバリウムワークショップ
人気のハーバリウムを作ってみませ
んか。

【と　き】７月７日(土) 10時〜12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】外国籍市民を含む長浜市民
【定　員】10人(先着順)
【参加費】1,500円
【申込み】６月29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)

◆大人のための英会話入門・韓国
語入門市民講座

【と　き】６月26日(火)〜
            毎週火曜日(全８回)
            韓国語18時〜19時
            英会話19時30分〜20時30分

【ところ】臨湖(港町)
【受講料】全８回6,000円
※別途教材費(韓国語2,000円、英会
話1,000円)

【定　員】15人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 国際文化交流協会　前田

(☎０９０−６４８９−２８０３)

◆「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】６月27日(水)　10時〜
【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)

◆こどもの歯科と栄養講座を開催します
歯科衛生士がお伝えする、赤ちゃんから
のむし歯予防の習慣づくりの話です。

【と　き】６月29日(金)10時〜
【対　象】０歳児と保護者
※参加無料
■問･申 まちのほけんしつ　きずな

(☎６８−３２１５)

◆マタニティ講座
助産師の指導で赤ちゃん人形を使っただ
っこやおむつ交換などを体験。ヴァイオ
リンとピアノの生演奏もあります。

【と　き】６月30日(土)10時〜11時30分
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【参加費】200円/人
【対　象】市内在住・在勤で初めて出

産する妊婦とその家族
【定　員】20人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
■問･申子育て広場スキップ(☎６２−１２１２)

◆剣舞こども無料体験教室
【と　き】７月７日(土)〜８月15日(水)

の毎週土曜日
            13時30分〜15時30分
※最終日のみ水曜日

【ところ】武
ぶ

徳
とく

殿
でん

(朝日町)
【講　師】西邑

にしむら

光粋
こうすい

氏
【対　象】幼児・小学生
※白扇、剣道着、袴、剣など無料貸与
■問･申 光粋

こうすい

流
りゅう

舞
ぶ

道
どう

(☎６２−２４４１)

◆読み聞かせボランティア養成セミナー
市内の小学校等で絵本の読み聞かせ
を行うボランティアを養成します。
セミナー後はシニアボランティアグ
ループ「ジーバーぽこぽこ」で活動
していただきます。

【と　き】７月20日(金)〜９月７日(金)
            全７回  ９時30分〜11時30分

【ところ】びわまちづくりセンター(難波町)
【対　象】市内在住60歳前後
【定　員】約20人
【申込み】７月９日(月)までに電話で

下記まで。
■申 健康推進課(☎６５−７７７９)
■問  ジーバーぽこぽこ　蒲生

が も う

(☎７２−３１４１)

◆第２回子育て支援講習会
【と　き】７月21日(土)
            10時〜11時30分

【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】こどものくすりについて
【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【講　師】薬剤師
【定　員】約50人(先着順)
【申込み】７月13日(金)までに電話で

下記まで。
※参加無料、託児あり(要予約)。
■問･申 長浜赤十字病院

(☎６３−２１１１)

◆歴史講座「湖北の食文化の魅力再発見」
【と　き】７月13日(金)13時30分〜15時
【ところ】浅井図書館(大依町)

【講　師】郷土料理研究家 中村
なかむら

紀
のり

子
こ

氏
【受講料】500円
※あざい歴史の会会員は無料。

【定　員】50人(先着順)※申込不要
■問  浅井歴史民俗資料館(☎７４−０１０１)

◆ふなずし講習会
【と　き】８月３日(金)
            ８時30分～15時

【ところ】朝日漁業協同組合(湖北町尾上)
【参加費】22,000円(ニゴロブナ5kg、

漬け物桶等一式代)
【持ち物】汚れてもいい服、炊飯した

米(３升５合)、弁当
【定　員】40人(先着順、見学自由)
■問･申 朝日漁業協同組合(☎７９−０３２０)

◆行政相談をご利用ください
①７月２日(月)　９時〜12時
虎姫支所(宮部町)
行政相談委員　髙橋

たかはし

和
かず

雄
お

氏
②７月３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　中川

なかがわ

博
ひろ

子
こ

氏
③７月６日(金)　９時〜12時

浅井支所(内保町)
行政相談委員　池澤

いけざわ

修
しゅう

也 氏
④７月６日(金)　13時〜16時
余呉山村開発センター(余呉町中之郷)
行政相談委員　新堂

しんどう

正春
まさはる

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
(☎０７７−５２３−１１００)

相　談

不用品交換情報(５月28日現在)
◆ください(無料)
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)〇二槽式洗濯機〇台付ベビーチェア
〇小型冷蔵庫〇昆虫用標本箱〇洗濯機〇ポー
タブルＤＶＤプレーヤー〇大正琴〇男の子用
学習机〇自転車〇キャットタワー〇りかちゃ
ん人形の洋服〇シングルベッド〇冷凍庫〇テ
レビ〇一人掛けソファ〇ミニギター

◆あげます(無料)
〇中型犬用のキャリーかご〇衣装ケース〇
小型犬用キャリーかご〇チャイルドシート
〇植木鉢〇テレビ台〇蠅

はい

帳
ちょう

〇炊飯器〇脚の
短い長机〇盆栽鉢〇ダブルベッド〇ルームエ
アコン〇木綿布団一式〇布団〇エレクトーン
〇ベビーベッド〇工業用ミシン〇プリンター
※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)

講座・教室

や


