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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

９月15日号：８月14日(火）　10月１日号：８月30日(木)
●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 

◆長浜税務署からのお知らせ
消費税軽減税率制度説明会を開催しま
す。全ての事業者に関係する制度です。

【と　き】８月21日(火)　13時30分〜
【ところ】長浜文化芸術会館
※豊公園駐車場を利用ください。

長浜税務署 法人課税第一部門
(☎６２−６１９０)

◆特急「こだま」とブルートレイン
「あさかぜ」誕生60周年記念特別展

流線形でかっこいい「こだま」号と豪
華な車内設備から動くホテルと呼ばれ
た「あさかぜ」号の魅力に迫ります。

【と　き】７月１日(日)〜９月30日(日)
９時30分〜17時
(入館は16時30分まで)

【ところ】長浜鉄道スクエア(北船町)
【入館料】大人300円、小中学生150円

長浜鉄道スクエア(☎６２−４０９１)

◆第４回おもちゃで遊ぼう夏休み
新幹線、電車、はたらく車などいろん
な乗り物が大集合！週末はジャグリン
グや紙芝居など、お楽しみいっぱいで
す。ジャグリング体験もできます。

【と　き】７月14日(土)〜８月31日(金)
９時30分〜17時
(入館16時30分まで)

【ところ】慶雲館(港町) 
【入館料】大人300円、小中学生150円、

３歳以上の幼児100円
慶雲館(☎６２−０７４０)

◆きゃんせ土曜市
【と　き】８月11日(土・祝)11時〜13時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【内　容】特売セール、お楽しみイベン

ト、鮮魚販売、うどん・そ
ばの実食コーナーなど。

長浜地方卸売市場(☎６３−４０００)

◆きずなの赤ちゃんイベント
①プチ計測会
体重、身長をはかります。予約不要で
す。

【と　き】８月30日(木)
13時15分〜０歳
14時15分〜１歳〜未就園

【ところ】まちのほけんしつ(平方町)
②予防接種のおはなし

初めての予防接種を受ける人向けの無
料のお話会です。

【と　き】８月31日(金) 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。

まちのほけんしつ(☎６８−３２１５)

◆不登校は不幸じゃないin長浜
【と　き】８月19日(日) 13時〜17時 
【ところ】びわ高齢者福祉センター

(難波町)
【参加費】無料
【対　象】学校がつらいお子さんや保

護者、不登校の経験がある人
【内　容】交流会や子どもが楽しめる

ゲーム、ワークショップなど。
【申込み】メールまたは電話で下記まで。
※当日参加もできます。

cotton〜こっとん〜 藤田
(☎０９０−５１３２−８４０５)
✉chirp.0815.chirp@gmail.com

◆Englishカフェ
気軽に英語で交流しませんか。

【と　き】８月25日(土) 13時〜15時
【ところ】多文化共生・国際文化交流

ハウスＧＥＯ(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】８月24日(金)までに電話で

下記まで。
長浜市民国際交流協会
(☎６３−４４００)

◆至近距離クラシックライブ
チェロとピアノの迫力ある演奏を、至
近距離で聴くことができるライブで
す。

【と　き】８月26日(日) 
14時〜15時30分

【ところ】臨湖(港町) 
【参加費】1,000円(中学生以下無料)
【内　容】演奏約１時間、質問タイム。

お子様連れで参加できま
す。

臨湖(☎６５−２１２０)

◆講演会「グレーゾーンの子ども
たちが教えてくれること」

子どもたちの姿から発達要求を正しく
理解することを学び、子どもの成長発
達につなげます。

【と　き】８月26日(日) 10時〜
【ところ】南郷里まちづくりセンター(新栄町)

【講　師】九州大谷短期大学
名誉教授　山

やま

田
だ

眞理子
ま り こ

氏
【参加費】1,000円
【定　員】100人(先着順)
【申込み】メールで下記まで。

子どもの明るい未来を願う会　漣
さざなみ

✉sonomamako1128@gmail.com

◆太極拳体験教室
ゆっくりとした動きで心身を整えま
す。年齢、性別問わず無理なく始めら
れます。

【と　き】９月８日(土) 10時〜
(9時30分受付)

【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】1,000円
【持ち物】タオル、水筒、上靴
【講　師】日本連盟公認太極拳C級

指導員　堀
ほ り

井
い

明
あ け

美
み

氏
【申込み】９月５日(水)までに電話で

下記まで。
長浜市民国際交流協会
(☎６３－４４００)

◆体験教室「稲刈りをしよう！」
【と　き】９月９日(日) 11時〜
【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【持ち物】長袖、長ズボン、軍手、鎌
【参加費】500円
【定　員】20人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。

浅井歴史民俗資料館(☎７４−０１０１)

◆観光ガイド募集
長浜を訪れる観光客と一緒に市内を巡
るガイド活動に参加しませんか。メン
バーは随時募集中です。

長浜観光ボランタリーガイド協会
(☎６５−０３７０)

◆滋賀県警察官採用試験
【と　き】第１次試験　９月16日(日) 
【ところ】立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス(草津市野路東)
【採用予定日】平成31年４月１日
【採用予定人数】
男性Ａ(大卒程度)７人　女性Ａ(大卒程度)２人
男性Ｂ(高卒程度)10人　女性Ｂ(高卒程度)５人
※Ａ区分
昭和63年４月２日以降に生まれた男
女で、４年制大学を卒業または平成
31年３月31日までに卒業見込みの人

問

問

問

問

問・申

問・申

問・申

問・申

問・申

問・申

問

問・申

お知らせ

催　し

講座・教室

※Ｂ区分
昭和63年４月２日から平成13年４月
１日までに生まれた男女で、上記Ａ区
分に該当しない人

【受付期間】８月１日(水)〜31日(金)
※ネット申込みは８月27日(月)まで
※詳しくは滋賀県警察のホームページで。

滋賀県警察本部警務課採用係
（☎０１２０−２０４−３１４）

◆滋大祭フリーマーケット出店募集
【と　き】11月３日(土・祝)・４日(日)

10時〜16時(受付９時〜)
【ところ】滋賀大学経済学部(彦根市馬

場)
【出店料】１区画(３×３ｍ)500円
※両日出店の場合700円

【申込み】８月１日(水)〜９月30日(日)
までに電話で下記まで。

※申込方法など詳しくは下記まで。
滋大祭実行委員会
(☎０７４９−２７−１１３７）

◆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】８月10日(金)
13時30分〜16時

【ところ】余呉支所(余呉町中之郷)
【申込み】前日17時までに電話で下記

まで。
※完全予約制

湖北介護・福祉人材センター
(☎６４−５１２５)

◆相続等無料個別相談会
司法書士、弁護士、税理士、土地家屋
調査士が、相続・遺言・不動産・税
金、裁判等のご相談を無料でお受けし
ます。

【と　き】８月12日(日)　10時〜15時

【ところ】市役所本庁舎１階　多目的
ルーム１

※予約を優先します。
(一社)滋賀士業相談センター
(☎６８−３７１１)

◆司法書士による相続・遺言無料
相談会

長浜市社協による成年後見、介護に関
する相談会も同時に開催します。

【と　き】８月22日(水)　９時〜12時
【ところ】木之本福祉ステーション

(木之本町千田)
【申込み】不要

長浜市社会福祉協議会
(☎６２−１８０４)

問・申

問・申

問・申

問

問

相　談

募　集

長浜米原休日急患診療所
８・９月の診療日のお知らせ

【診療日】８月５日、11日、12日、
            19日、26日
            ９月２日、９日、16日、
            17日、23日、24日、30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。
健康推進課(☎６５−７７７９)問

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
８月７日(火)、23日(木)
18時～20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
８月24日(金)　18時〜20時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
８月９日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)
８月８日(水)　13時〜15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
８月９日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)
８月25日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
８月15日(水)　17時〜19時
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。

問

８月の税・料
国民健康保険料(税)　　　　　　 ３期
介護保険料　　　　　　　　　　 ３期
後期高齢者医療保険　　　　　　 ２期
※保険料の納付には便利な口座振替を！

不用品交換情報(７月11日現在)
◆ください(無料)
○エアコン○チャイルドシート○子ども用自転車○衣装ケース○藁の押
切機○幼児用自転車(男の子用)○トランポリン○２段ベッド○蝿帳

はいちょう

○裁
断機○詩吟用譜面台○大きめのミシン○炊飯器○ござ○子ども用蚊帳

か や

○
ポータブルミシン○陶器の植木鉢○全自動洗濯機○二槽式洗濯機

◆あげます(無料)
○犬小屋(小～中型犬用)○素焼きの植木鉢○テレビ台○打ち直し用木
綿わた○介護用ベッド○簡易折りたたみベッド○ベビーたんす○食器
棚○学習机(女の子用)○ホワイトボード○和風座卓○ガラス水槽○蚊
帳(８畳)
※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。

環境保全課(☎６５−６５１３)問

　
     

  

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】８月18日(土)12時〜16時 

９月 ６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。

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)

申


