情報ひろば
催

し

◆滋賀県調理短期大学校
第27回料理展示会
学生の訓練成果を披露するために、料理
の展示および昼食の販売等を行います。
【と き】11月14日(水)10時〜16時
【ところ】滋賀県調理短期大学校(分木町)
【内 容】料理展示、昼食の販売(ビー
フカレー、150食限定)、調
理デモンストレーション
問 滋賀県調理短期大学校
(☎６２－０７９５)

◆English カフェ
気楽に英語で交流しませんか。英語を使
ってボードゲーム等を楽しみましょう。
【と き】 11月17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】 11月16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)
ジ

オ

◆イタリア・オペラの世界
【と き】 11月25日(日)
14時～15時30分
【ところ】 浅井文化ホール(内保町)
【内 容】 １部オペラガラコンサート、２部
オペラ《ジャンニ・スキッキ》全
１幕 イタリア語上演/字幕付き
【入場料】 一般 800円(当日 1,000円)
中学生以下 400円(当日800円)
問 ラルバ ベルカント ソサエティ
(☎０９０－８３８８-８１６７)

◆長浜まちウォッチング
外国籍市民と一緒にガラス体験や曳山博
物館など長浜のまちを散策しませんか。
【と き】 12月１日(土)10時〜15時
【集合場所】ＪＲ長浜駅改札口(北船町)

●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
12月15日号：11月12日(月） １月１日号：11月26日(月)
●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。

【定 員】 10人(先着順)
【参加費】 1,000円(体験代・入館料込)
【申込み】 11月10日(土)までに電話で
下記まで。
問・申 長浜市民国際交流協会
(☎６３－４４００)

講座・教室
わたなべたつ や

◆渡部達也氏講演会「生きづらさ
を抱えた子ども達に寄り添う」
【と き】 11月10日(土)
10時〜12時(９時30分開場)
【ところ】 北郷里まちづくりセンター
(東上坂町)
【対 象】 どなたでも
【定 員】 50人(先着順)
【参加費】 1,000円
【申込み】 電話で下記まで。
問・申 HeartTrain dai〜dai〜 村山
(☎０９０－４０３８－８８９９)

◆年末調整説明会
【と き】 ①11月19日(月)
②11月26日(月)
13時30分〜15時30分
【ところ】 ①長浜文化芸術会館(大島町)
②木之本スティックホール
(木之本町木之本)
※事前に税務署から案内が届いている場合
は送付している書類をご持参ください。
※車でお越しの場合は豊公園駐車場をご利
用ください。
問 長浜税務署法人課税第１部門
(☎６２－６１９０)

◆消費税軽減税率制度説明会
平成31年10月１日から消費税率の引
上げに合わせて実施される軽減税率制
度の説明会を行います。
【と き】 ①11月19日(月)
②11月26日(月)
15時30分〜16時30分
【ところ】 ①長浜文化芸術会館(大島町)
②木之本スティックホール

(木之本町木之本)
※車でお越しの場合は豊公園駐車場をご利
用ください。
問 長浜税務署法人課税第１部門
(☎６２－６１９０)

◆魚のさばき方教室
【と き】 11月27日(火) 14時〜16時
【ところ】 六荘まちづくりセンター(勝町)
【定 員】 10人(定員を超えた場合抽選)
※初めての人を優先します。
【対 象】 市内もしくは米原市在住の人
【負担金】 1,000円(材料費・保険料含む)
※当日徴収します。
【持ち物】 エプロン・三角巾・出刃包
丁・刺身包丁・まな板・持ち
帰り用タッパー・ふきん(数
枚)・筆記用具
【申込み】 11月１日(木)〜12日(月)17
時までに電話もしくはメー
ルで下記まで。
問・申 長浜地方卸売市場
✉ nagasijo@mx.bw.dream.jp
(☎６３－４０００)

◆介護福祉士国家試験対策公開講座
「全国統一模擬試験」
【と き】 12月５日(水)、６日(木)
10時〜15時
※どちらかを選択してください。
【ところ】 特別養護老人ホームアンタ
レス(加田町)
【受験料】 4,374円(税込)
【定 員】 40人(先着順)
【申込み】 11月26日(月)までに電話で
下記まで。
問・申 青祥会(☎６８－４１１４)

募

集

◆大会の愛称・スローガンを募集します
第79回国民スポーツ大会、第24回全
国障害者スポーツ大会の愛称・スロー
ガンを募集します。

【条 件】
愛 称：親しみやすく、呼びやすい滋
賀県らしさを表しているこ
と。
「滋賀」
「国スポ・障スポ」
の文字が入っていること。
スローガン：大会に向けた思い等を印象付
ける言葉であること。
【締切り】 11月12日(月)
※当日消印有効
【応 募】 郵便またはＦＡＸで下記まで。
※詳しくは大会専用ホームページをご
覧ください。
問・申 同大会滋賀県開催準備委員会
〒５２０－８５７７
大津市京町４－１－１
(☎０７７－５２８－３３２１)
( FAX ０７７－５２８－４８３２)

◆YOU 弁 IN NAGAHAMA
スピーチ参加者募集
「将来の夢」や「母国の紹介」などを
外国人は日本語で、日本人は外国語で
スピーチする大会です。
【と き】 12月８日(土)
13時30分〜15時30分
【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】 無料
【申込み】 11月20日(火)までに電話で
下記まで。
問・申 長浜市民国際交流協会
(☎６３－４４００)
ジ

オ

◆長浜市子ども議会議員募集
第３回子ども議会の議員を募集します。
【と き】 平成31年１月26日(土)９時〜
【ところ】 市役所本庁舎議場
【対 象】 小学校５、６年生
【定 員】 26人(申込多数の場合は抽選)
【申込み】 11月15日(木)までに応募用
紙をクラス担任まで提出し
てください。
問・申 長浜東ロータリークラブ事務局
(☎６３－３５００)

相

談

◆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】 11月９日(金)13時30分〜16時
【ところ】 浅井支所(内保町)
【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)

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
11月13日(火)、22日(木)
18時〜20時
○湯田まちづくりセンター(内保町)
11月16日(金) 17時〜19時
○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
11月15日(木) 18時〜20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
11月14日(水) 13時〜15時
○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
11月15日(木) 15時〜17時
○山村開発センター(余呉町中之郷)
11月24日(土) 10時〜12時
○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
11月21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。

女性の悩み相談(要予約)

【と き】 11月17日(土)12時〜16時
【ところ】 市民交流センター(地福寺町)
【相談員】下地 久美子 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)
しも じ

く

み

長浜米原休日急患診療所
11、12月の診療日のお知らせ

【診療日】11月３日、４日、11日、
18日、23日、25日
12月２日、９日、16日、
23日、24日、30日、31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)

不用品交換情報(10月15日現在)
◆ください(無料)

〇中学生用自転車〇大人用自転車〇チャイル
ドシート〇和たんす〇テレビ〇二槽式洗濯機
〇ベビーカー

◆あげます(無料)
○畳○水槽〇子ども用たんす〇学習机(男児
用)〇学習机(女児用)〇加湿器〇折り畳みシン
グルベッド〇小型冷蔵庫〇ベビーベッド〇カ
メラ付インターホン〇保育園用制服〇桐たん
す〇座布団〇太極拳用の制服
※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)

11月の税・料

こ

市県民税
国民健康保険料
介護保険料
後期高齢者保険料
便利でいいね！ 口座振替

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
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