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有料広告欄

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

８月15日号：７月17日(火）　９月１日号：７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)までお問い合わせください。情報ひろば 

◆パスポートセンター「米原出張窓口」
７月17日(火)は休業

米原出張窓口での受付は、平日の火・
水・木曜日です。県立文化産業交流会
館の休業日は業務を休みます。
■問滋賀県パスポートセンター
(☎０７７−５２７−３３２３)

◆絵本作家川端
かわばた

誠
まこと

さん講演会
絵本の開き読みや製作課程をスライド
で紹介します。

【と　き】７月12日(木)　18時〜19時
             (開場17時30分)

【ところ】湯田小学校(内保町)
※申込不要、参加無料。
■問湯田小学校(☎７４−０００９)

◆水とロマンの祭典
ビワマスが食べられる「湖魚を味わう
処」、尾上浜での宝探し、ちびっこ魚つ
かみ、親子魚釣り体験、模擬店など。

【と　き】７月16日(月・祝)
             ９時〜14時30分

【ところ】尾上漁港(湖北町尾上)
■問水とロマンの祭典実行委員会
(湖北まちづくりセンター内)
(☎７８−１２８７)

◆Englishカフェ参加者募集
気軽に英語で交流しませんか。

【と　き】７月28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】７月27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)

◆親子で学ぼう！びわ湖の魚・幸・漁
親子で一緒にびわ湖の魚について学ん
でみませんか。

【と　き】７月29日(日) 10時〜
【ところ】虎姫図書館(宮部町)
【講　師】滋賀県水産課職員
【対　象】市内小学生と保護者
【定　員】15組(先着順)
【参加費】100円　
【持ち物】筆記用具
【申込み】７月６日(金)〜28日(土)に電

話で市内図書館窓口まで。
■問･申 虎姫図書館(☎７３−２３３５)

◆夏休み親子市場見学会
-20℃の冷蔵庫入庫体験や、卸売場やセ
リ場の見学ができるほか、魚や果物の
試食などの催しもあります。

【と　き】８月４日(土)７時15分〜９時15分
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【対　象】市内・米原市在住の小学生

と保護者
(未就学児の参加不可)

【定　員】20組(応募多数の場合抽選)
【申込み】７月２日(月)〜14日(土)に

電話またはメールで下記ま
で。

【参加費】無料
■問･申 長浜地方卸売市場(☎６３−４０００)

✉nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆B.O.ジャパン ライブ「夏ものがたり」
大正琴アンサンブルユニット「B.O.
ジャパン」の華麗な演奏を、美味しい
食事とともに楽しみましょう。

【と　き】８月５日(日)開場12時〜
【ところ】浜湖月(公園町)
【入場料】5,000円(昼食付)
【申込み】８月４日(土)までに長浜文
           化芸術会館、平和堂アル・
           プラザ長浜サービスカウン
           ターまで。
■問･申 琴・四季の会　藤川

(☎０９０−６０７０−０６４０)

◆健康教室
【と　き】７月12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】生活習慣病を予防するために
【講　師】滋賀県湖北健康福祉事務所
             上

う え

野
の

由
よ し

美
み

氏
※申込不要、参加無料。
■問湖北医師会(☎６５−３６００)

◆ヨガ教室
【と　き】７月13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。
■問･申 Heart Train dai〜dai〜 村山

(☎０９０−４０３８－８８９９)
✉daidai.risa@gmail.com

◆体験教室「まが玉作り」
【と　き】７月22日(日) 10時～
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【定　員】50人(先着順)
【受講料】500円
【申込み】電話で下記まで。
■問･申 浅井歴史民俗資料館

(☎７４－０１０１)

◆健康体操のおすすめ
体操で足腰の動きを柔軟にし、歩行能
力を向上させましょう。

【と　き】７月22日(日)
             10時30分～11時45分

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【対　象】どなたでも。
【持ち物】タオル、運動のできる服装
【申込み】電話で下記まで。(当日参加可)
【参加費】無料
■問･申 湖国ひとまちネット　藤井

（☎６３−９８２２）

お知らせ

催　し

講座・教室 ◆医師体験ワークショップ
模擬的な手術や問診を行うワークショッ
プです。医療の仕事をめざしている人、
興味がある人はぜひご参加ください。

【と　き】７月29日(日)13時〜16時30分
【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【対　象】中学２年生〜高校２年生
【定　員】24人(応募多数の場合抽選)
【参加費】無料
【申込み】７月20日(金)まで。申込方法の

詳細は電話で下記まで。
■問･申 湖北医師会(☎６５−３６００)

◆看護職のための出張就職相談窓口
看護職資格があり就職・再就職を考え
ている人はぜひお越しください。

【と　き】７月９日(月)〜３月25日(月)
             毎月第２・４月曜日
             ※祝日の場合は翌日

※８月のみ第１・４月曜日
13時〜16時

【ところ】ハローワーク長浜(南高田町)
【申込み】不要
■問滋賀県ナースセンター(滋賀県看護協会内)
（☎０７７−５６４−９４９４）

◆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】７月13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)

◆介護職員初任者研修
【と　き】９月10日(月)〜12月19日(水)

の期間中の24日
【ところ】アンタレス(加田町)ほか
【対　象】全過程を受講できる人
【定　員】40人(応募多数の場合抽選)
【受講料】43,200円(教材、実習費込み)
【申込み】７月１日(日)〜９月７日(金)

に申込用紙に必要事項を記
入のうえ受付場所へ。申込
用紙は青祥会ホームページ
よりダウンロードできます。

【受付場所】アンタレス(加田町)、青浄苑(加
田町)などの青祥会の各施設

※申込みの際に運転免許証、健康保険
証等の本人確認資料が必要です。

※補講なく研修の全日程を受講し修了
評価に合格した人に、5,000円を返金
します。
■問･申 青祥会本部(☎６８−４１１４)

相　談

募　集

長浜米原休日急患診療所
７・８月の診療日のお知らせ

【診療日】７月１日、８日、15日、
            16日、22日、29日
            ８月５日、11日、12日、
            19日、26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】７月５日(木)10時〜14時 

７月28日(土)12時〜16時
８月２日(木)10時〜14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)

７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)

７月27日(金)　18時〜20時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)

７月19日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)

７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)

７月19日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)

７月21日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)

７月18日(水)　17時〜19時

■問社会福祉課(☎６５−６５３６)

７月の税・料
固定資産税・都市計画税　　　　２期
国民健康保険料　　　　　　　　２期
介護保険料　　　　　　　　　　２期
後期高齢者医療保険料　　　　　１期
※納め忘れのない口座振替をご利用ください。

不用品交換情報(６月７日現在)
◆ください(無料)
○ミニギター○一人掛けソファ○冷凍庫○冷
蔵庫○テレビ○シングルベッド○リカちゃん
人形の洋服○学習机○キャットタワー○自転
車○大正琴○ポータブルDVDプレーヤー○昆
虫用標本箱○洗濯機○プリンター○ロードバ
イク○チャイルドシート○ベビーカー○ホー
タブルミシン○藁

わら

の押切り機

◆あげます(無料)
○テレビ台○蠅

は い

帳
ちょう

○植木鉢○炊飯器○ダブル
ベッド○ルームエアコン(ウインド型)○布団
○エレクトーン○プリンター○ベビーベッド
○三輪車○座敷机

※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。


