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◆いきいき体験講座　健康体操
４つの動作で足腰の動きを柔軟にし、
誰でも生涯自立した生活ができるここ
ろやからだづくりを目指します。

【と　き】10月12日(金)、18日(木)
            13時〜15時

【ところ】神照まちづくりセンター(神照町)
【内　容】12日：健康体操の講話と実技

18日：健康体操の実技と転倒
                      予防

【参加費】無料
【定　員】各日15人(先着順)
【持ち物】タオル、運動のできる服装
【申込み】電話またはFAXで下記まで。

湖国ひとまちネット
(藤井(☎／ ６３−９８２２)

◆秋季のさつき盆栽講座
さつき盆栽の鑑賞の仕方、品種、栽培
の方法などを学びます。

【と　き】10月27日(土)、28日(日)
             13時〜14時30分

【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】長浜さつきの会　会員
【参加費】無料
【定　員】各日20人(先着順)
【申込み】電話または直接下記まで。

市民交流センター
(☎６５－３３６６)

◆介護福祉国家試験対策公開講座
(集中講座)

【と　き】１日目：11月１日(木)
             ２日目：11月２日(金)
             10時〜17時

【ところ】特別養護老人ホームアンタレ
ス(加田町)

【講　師】伊
い

藤
と う

利洋
と し ひ ろ

氏(いとう総研)
【参加費】6,000円/日
             (資料代2,332円別途必要)

【定　員】60人(先着順)

【申込み】10月30日(火)までに電話で
下記まで。

青祥会法人本部(☎６８−４１１４)

◆体験教室「鍛冶屋さんになろう！」
五寸釘からペーパーナイフを作る鍛冶
体験をします。

【と　き】11月10日(土)10時〜
【集合場所】９時20分
             浅井球場駐車場(大依町)

【ところ】萬右
ま ん よ

鍛冶小屋
か じ ご や

(鍛冶屋町)
【参加費】500円
【定　員】15人(先着順)
【持ち物】軍手
【申込み】電話で下記まで。

浅井歴史民俗資料館(☎７４−０１０１)

◆硬式テニス冬季スクール受講生募集
【と　き】11月14日、28日、12月５日、

19日、平成31年１月16日、
23日、２月13日、27日

                19時30分〜21時
【ところ】長浜バイオ大学ドーム屋内

(田村町)
【対　象】11歳以上の初級者
【定　員】24人(先着順)
【受講料】7,000円(全８回分)
【申込み】11月５日(月)までに名前と連

絡先をメールで下記まで。
長浜テニス協会
✉nagahamatennis@yahoo.co.jp

◆甲種防火管理(新規)講習会
【と　き】11月15日(木)、16日(金)
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【定　員】75人(先着順)
【受講料】5,000円
【申込み】10月11日(木)〜11月12日(月)

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・郵送での申込不可。

湖北地域消防本部予防課
(☎６２−５１９４)

◆子育て支援講習会
【と　き】11月17日(土)10時〜11時
【ところ】長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】小児とけいれん
【講　師】安齋

あ ん ざ い

祐
ゆ う

子
こ

氏(小児科副部長)
【対　象】乳幼児を育児中の人、家族
【定　員】50人程度(先着順) 
【申込み】11月９日(金)までに電話で

下記まで。
※参加無料、託児あり(要申込)。

長浜赤十字病院(☎６３−２１１１)

◆「ビジネスの実践力」研修
【と　き】12月５日(水)、６日(木)
             ９時30分〜16時30分

【ところ】米原公民館(米原市下多良)
【内　容】接遇レベルの確認、コミュ

ニケーション応用スキル等
【講　師】阿部

あ べ

ふみ 氏
             (日本接遇教育協会理事長)

【対　象】中小企業で働く社員
【定　員】25人程度(応募多数の場合抽選)
【参加費】無料
【申込み】11月19日(月)までに電話ま

たはＦＡＸで下記まで。
滋賀県立高等技術専門校
(☎077-564-3296／
077-565-1867)

◆第72回滋賀県美術展覧会作品募集
【搬入日】10月27日(土)、28日(日)
             10時30分〜16時

【ところ】滋賀県立文化産業交流会館
             (米原市下多良)

【応募資格】県内に在住または通勤・
通学する人(中学生以下は除
く)

【応募部門】平面、立体、工芸、書
【出品料】1,220円／点

(18歳未満は610円)
(公財)びわ湖芸術文化財団

(☎０７７－５２３－７１４６)
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◆行政書士無料相談
「許認可手続き無料相談所」

【と　き】10月13日(土)13時〜16時
【ところ】長浜サンパレス(八幡中山町)
【内　容】遺言や相続の手続き、暮ら

しの相談、会社設立や建設
業許可、農地転用など、各
種許認可手続き全般
※申込不要、参加無料。

滋賀県行政書士会事務局
(☎０７７−５２５−０３６０)

◆税の無料相談
所得税・相続税などの税全般に関する
相談を近畿税理士会長浜支部所属の税
理士が無料で受け付けます。秘密は厳
守します。

【と　き】10月〜２月までの第３火曜日
             13時30分〜16時30分

【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【定　員】６人／日(先着順)
【申込み】電話で下記まで。

税務課(☎６５−６５２４)

◆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】10月12日(金)
             13時30分〜16時

【ところ】高月支所(高月町渡岸寺)
【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)

問

問・申

問・申

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

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
10月９日(火)、25日(木)
18時〜20時
○湯田まちづくりセンター(内保町)
10月26日(金)　18時〜20時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
10月18日(木)　18時〜20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
10月10日(水)　13時〜15時
○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
10月18日(木)　15時〜17時
○山村開発センター(余呉町中之郷)
10月27日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
10月17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

長浜米原休日急患診療所
10、11月の診療日のお知らせ

【診療日】10月７日、８日、14日、
21日、28日
11月３日、４日、11日、
18日、23日、25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

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】10月11日(木)10時〜14時
            10月20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。
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

不用品交換情報(９月12日現在)
◆ください(無料)
〇ベビーベッド〇冷蔵庫〇全自動洗濯機〇

卓球台〇ＶＨＳビデオデッキ〇自転車〇２

口ガスコンロ(プロパンガス用)〇二槽式洗

濯機〇炊飯器〇マットレス(シングルサイ

ズ)〇詩吟の譜面台〇チャイルドシート

◆あげます(無料)
〇テレビデオ〇子ども用蚊帳○衣装ケース

○テレビ台○ガラス水槽○女の子用学習机

○座敷用長机

※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。

環境保全課(☎６５−６５１３)問

相　談

10月の税・料
固定資産税・都市計画税             ３期
国民健康保険料                          ５期
介護保険料                            10月分
後期高齢者保険料                   10月分
ぜひどうぞ　口座振替　登録を


