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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

７月15日号：６月19日(火） ８月１日号：６月29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)までお問い合わせください。情報ひろば 

◆心のケアを考える会例会
がん患者さんやご家族と、医療関係者
が互いの思いを語り合うお茶会です。
初めての人も気軽に参加ください。

【と　き】６月10日(日) 11時〜14時
【ところ】六荘まちづくりセンター
            (勝町)

【対　象】がん患者さんおよびご家族、
医療関係者

【参加費】500円
【持ち物】軽食、お茶菓子等(参加者ご

とに1品持ち寄り)
【申込み】６月８日(金)までに電話で

下記まで。
■問･申 市立長浜病院がん相談支援センター

(☎６８−２３５４)

◆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】６月21日(木) 10時〜12時
【ところ】びわ高齢者福祉センター
            (難波町)
※申込不要、参加無料。
■問cotton～こっとん～ 藤田
(☎０９０−５１３２−８４０５)

◆和の文化を守る会　和の輪
日本の伝統文化・和の心である光粋
流舞道(剣舞歌謡舞)、日本舞踊、和
太鼓、詩吟、大正琴等の発表会を行
います。

【と　き】６月24日(日)
            13時〜(開場12時30分)

【ところ】浅井文化ホール(内保町)
【入場料】1,500円
【申込み】浅井文化ホール(当日購入可)

または下記まで。
■問･申 和の文化を守る会　長浜支部事務局

(☎６２−２４４１)

◆健康教室
【と　き】６月７日(木) 13時30分〜
【ところ】湖北医療サポートセンター

(宮司町)
【テーマ】よくある腰と膝の疾患
【講　師】イワセ整形外科
            院長　岩

いわ

瀬
せ

丈明
たけあき

氏
※申込不要、参加無料。
■問湖北医師会(☎６５−３６００)

◆歴史講座「湖北の地域史」
【と　き】６月14日(木)　

13時30分〜15時
【ところ】浅井図書館(大依町)
【講　師】水

みず

野
の

章
しょう

二
じ

氏
【定　員】50人(先着順)
【受講料】500円
            (あざい歴史の会会員は無料)

【申込み】不要
■問浅井歴史民俗資料館
(☎７４−０１０１)

◆ヨガ教室
【と　き】６月15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】小宮山

こ み 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。
※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

◆甲種防火管理(新規)講習会
【と　き】６月21日(木)、22日(金)　
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【受講料】5,000円
【定　員】100人(先着順)

【申込み】６月１日(金)〜18日(月)に申
込書に受講料を添えて直接最
寄の消防署または分署まで。

※平日８時30分〜17時15分受付。
※電話、郵送での申込み不可。
※申込書は各消防署、分署にあります。
湖北地域消防本部ホームページからダ
ウンロードすることもできます。
■問･申 湖北地域消防本部予防課

（☎６２−５１９４）

◆長浜市民公開土曜講座
①遺伝子組み換え食品は本当に危険か

【と　き】６月23日(土)
            10時〜12時 

【講　師】長浜バイオ大学学長
            蔡

さい

晃
こう

植
しょく

氏
②明治維新150年、井伊直弼と明治維新

【と　き】８月18日(土)
            14時〜16時 

【講　師】福知山公立大学学長
            井

い

口
ぐち

和
かず

起
き

氏
《共通事項》

【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【定　員】150人(先着順)
※申込不要、参加無料。
■問長浜バイオ大学 地域連携推進室

(☎６４−８１３２)

◆よくわかる不登校講座
【と　き】６月23日(土)
            13時30分〜16時 

【ところ】びわ高齢者福祉センター
(難波町)

【参加費】500円
【講　師】ＮＰＯ法人 D.Live

ド ラ イ ブ

            田
た

中
なか

洋輔
ようすけ

氏
【主　催】にじっこ＆cotton
【申込み】不要
■問 smile あ〜ちゃんプロジェクト　林

(☎０９０−４７６９−０５２１)

催　し 講座・教室

不用品交換情報(５月11日現在)
◆ください(無料)
○手押し棒つき三輪車○冷蔵庫○小型冷蔵庫○屋根つき犬用サークル○
キャットタワー○B型ベビーカー○ポータブルミシン○自転車○子ども用
自転車(低学年用)○子ども用自転車(高学年用)○洗濯機○二層式洗濯機○
炊飯器○ベビーベッド○ベビーチェア○プリンター○三輪車(男の子用)
◆あげます(無料)
○一人掛けソファ○冷凍庫○大型冷蔵庫○大型犬用の犬舎○中型犬用キャリ
ーかご○小型犬用キャリーかご○衣装ケース○チャイルドシート○植木鉢○
空気清浄器○テレビ台○蠅帳

はいちょう

○ガラス水槽○授乳用クッション

※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)

◆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】６月24日(日)　８時30分〜
            ※雨天の場合は７月1日(日)

【ところ】神照運動公園(神照町)
【参加資格】市内在住・在勤の社会人で

編成したチーム
【参加費】6,000円/チーム
【申込み】６月16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)

◆親子でいい歯コンクール参加募集
歯科医師が歯の審査を行い、優秀者
を選出し、市長表彰します。

【と　き】６月24日(日)
【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
【対　象】市内在住で平成29年度３歳

８か月児健診を受診した、
歯並びが良く、むし歯のな
い幼児と保護者

【定　員】25組(先着順)
【申込み】６月１日(金)〜15日(金)に

電話で下記まで。
■問･申 健康推進課

(☎６５−７７５１)

◆国家公務員採用一般職試験(高卒者)
【試験区分】事務、技術、農業、林業
              農業土木

【対　象】①平成30年4月１日時点にお
いて高等学校または中等
教育学校を卒業した日の
翌日から起算して２年を
経過していない人および
平成31年３月までにこれ
らを卒業見込みの人。

②人事院が①に掲げる人に

準ずると認める人。
【申込み】６月18日(月)〜27日(水)に

ホームページで。
※郵送・持参の場合は６月20日(水)まで。

【試験日】９月２日(日)
【会　場】京都市、大阪市ほか
※詳しくはホームページ「国家公務
員試験採用情報NAVI」で。
■問人事院近畿事務局　試験第二係
(☎０６−４７９６−２１９１)
〒５５３−８５１３
大阪市福島区福島１−１−６０

FAX

相　談

募　集

６月の税・料
市県民税　　　　　　　　前納・１期
国民健康保険料　　　　　前納・１期
介護保険料　　　　　　　　　　１期
※口座振替は安心・便利・確実です。
ぜひご利用ください。

長浜米原休日急患診療所
６・７月の診療日のお知らせ

【診療日】６月３日、10日、17日、
            24日
            ７月１日、８日、15日、
            16日、22日、29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】６月７日(木)
            10時〜14時 
            ６月16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)
６月12日(火)、28日(木)
18時〜20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
６月22日(金)　18時〜20時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
６月21日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)
６月13日(水)　13時～15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
６月21日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)
６月23日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
６月20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。


