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◆きゃんせ土曜市
【と　き】12月８日(土)11時〜13時
【ところ】長浜地方卸売市場(田村町)
【内　容】鮮魚コーナー大売り出し、お

楽しみイベントの開催、うど
ん・そばの実食コーナーなど

長浜地方卸売市場(☎６３－４０００)

◆長浜市民国際交流協会30周年
YOU弁IN NAGAHAMA スピーチ大会

スピーチ大会の後、「世界のお祝い料
理を楽しむパーティ」もあります。

【と　き】12月８日(土)13時30分〜
【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】20人(先着順)
【参加費】入場無料、パーティ参加費500円
【申込み】 12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)

◆しげちゃん一座「絵本＆トーク＆
音楽のファミリーコンサート」

【と　き】12月９日(日)13時30分
(13時開場)

【ところ】浅井文化ホール(内保町)
【前売券】大人2,500円、子ども1,000円

(当日は500円増)
浅井文化ホール(☎７４－４０００)

◆心のケアを考える会　定例会
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。

【と　き】12月９日(日)11時〜14時
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【対　象】がん患者および家族、医療関係者
【参加費】500円
【持ち物】軽食やお菓子等

(１品を持ち寄り)
【申込み】 12月７日(金)までに電話で下記まで。

市立長浜病院がん相談支援センター
(☎６８－２３５４)

◆Englishカフェ
英語を使って、クリスマスポットラッ
クパーティを楽しみませんか。

【と　き】12月15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】無料(食べ物・飲み物何か１品を持参)
【申込み】 12月14日(金)までに電話で下記まで。

長浜市民国際交流協会(☎６３－４４００)

◆「こほくイルミの広場」点灯式
【と　き】12月15日(土)17時～
【ところ】湖北支所西公園(湖北町速水)
【内　容】点灯式、豚汁の振舞い、管楽

器アンサンブルの演奏など
こほく地域づくり協議会
(☎７８－０５２７)

◆伝統文化親子教室「古民家の
よし葺きを体験しよう！」

よし葺き職人の指導を受けながら、よ
しの加工・運搬・さし込みなどよし葺
き体験のワークショップを行います。

【と　き】12月16日(日) 
             ①10時〜②13時〜(計２回)

【ところ】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【対　象】市内の小学生とその保護者
【定　員】各回20人
【参加費】大人1,000円　子ども500円
【申込み】電話で下記まで。

浅井歴史民俗資料館(☎７４－０１０１)

◆口唇口蓋裂児とともに歩む家族
交流会「希望」交流会

【と　き】12月16日(日)10時〜12時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【内　容】当事者「樋

ひぐ

口
ち

さん」を囲ん
での交流会

【参加費】100円
【持ち物】飲み物
【申込み】 12月10日(月)までに電話で下記まで。

滋賀県湖北健康福祉事務所
(長浜保健所)(☎６５－６６６２)

◆近江地域学会　研究交流大会
地域に根ざすSDGｓ

エ ス デ ィ ジ ー ズ

「持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)」を
テーマに、地域の持続性と働き方や滋
賀の持つ可能性について考えます。

【と　き】12月16日(日)10時10分〜
【ところ】滋賀県立大学(彦根市八坂町)
【内　容】研究発表・事例報告、基調講演
【申込み】 12月14日(金)までに電話で下記まで。

滋賀県立大学地域共生センター
(☎０７４９－２８－９８５１)

◆ヨガ教室
【と　き】12月13日(木)
             10時30分〜11時30分

【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【講　師】小

こ

宮
み

山
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)

Heart Train dai〜dai〜　村山
(☎０９０－４０３８－８８９９)
✉ daidai.risa@gmail.com

◆成年後見講座
しょうがい者の日常生活での意思決定
などを支援するための方法についての
講演を行います。

【と　き】12月15日(土)
13時30分〜15時30分

(個別相談会15時30分～16時30分)
【ところ】湖北福祉ステーション
             (湖北町速水)

【講　師】厚生労働省 相談支援専門官
大平
おおひら

眞太郎
し ん た ろ う

氏
【定　員】50人程度
【申込み】 12月７日(金)までに電話で下記まで。

成年後見・権利擁護センター
長浜センター(☎６２－１８０４)
木之本センター(☎８２－５４１９)
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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

１月15日号：12月11日(火）　２月１日号：12月21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 

◆長浜市民公開土曜講座
【と　き】12月15日(土)14時〜16時
【ところ】長浜バイオ大学(田村町)
【テーマ】「琵琶湖はどのようにして

綺麗になったのか」
【講　師】立命館大学生命科学部 教授
             久保

く ぼ

幹
もとき

氏
※申込不要、参加無料。

長浜バイオ大学(☎６４－８１３３)

◆エコドライブ体験講習会
【と　き】12月16日(日)９時〜11時30分
【ところ】長浜自動車学校(加田町)
【内　容】講習後、教習所内を走行し、燃

費のよい運転方法を学びます。
【対　象】市内在住・在勤の運転免許

証保有者(ＡＴ限定可)
【定　員】８人(先着順)
【参加費】無料
【申込み】 12月10日(月)までに電話で下記まで。

環境保全課(☎６５－６５１３)

◆迎春用　寄せ植え講座
【と　き】12月24日(月・振休)

10時〜11時30分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【講　師】元長浜農業高校教諭

沓水
くつみず

節
せつ

夫
お

氏
【定　員】20人(先着順)
【参加費】2,500円(材料費込)
【持ち物】移植ごて
【申込み】12月13日(木)までに参加費

を添えて直接下記まで。
※作業のできる服装でお越しください。

長浜市民交流センター
(☎６５－３３６６)

◆青祥会介護福祉国家試験対策公開講座
「筆記試験対策 直前講座」

【と　き】１月17日(木)10時〜17時
【ところ】特別養護老人ホーム
             アンタレス(加田町)

【内　容】オリジナル問題集による総括など
【講　師】いとう総研　伊

い

東
とう

利洋
としひろ

氏

【定　員】60人(先着順)
【参加費】6,000円(別途資料代2,332円)
【申込み】１月11日(金)までに電話また

はFAXで下記まで。
青祥会法人本部(☎６８－４１１４)

( ６８－４１１６)

◆福祉のお仕事探し出張相談
【と　き】12月14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

湖北介護・福祉人材センター
(☎６４－５１２５)
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FAX

問

催　し

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

　
     

  

講座・教室

相　談

長浜米原休日急患診療所
12、１月の診療日のお知らせ

【診療日】12月２日、９日、16日、
23日、24日、30日、31日
１月１日、２日、３日、６日、
13日、14日、20日、27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】12月６日(木)10時〜14時

12月15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(11月６日現在)
◆ください(無料)
〇電子レンジ〇テレビ○籐の椅子〇小学生用自転車〇中学生用自転車〇
大人用自転車〇畳〇電気ピアノ〇ベビーベッド〇カメラ付インターホン
◆あげます(無料)
○和たんす〇女児用学習机〇男児用学習机〇長浜幼稚園用の制服〇介護
用ポータブルトイレ〇ベビーベッド〇漬物石〇漬物用おもし〇チャイル
ドハウス用の制服〇加湿器〇洋たんす〇チャイルドシート〇ドレッサー
〇籐のついたて〇洋風テーブル〇杵と臼〇アップライト型ピアノ〇子ど
も用布団
※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

12月の税・料
固定資産税・都市計画税             ４期
国民健康保険料                          ７期
介護保険料                                ７期
後期高齢者保険料                       ６期
「いいね！」がいっぱい　口座振替

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)

12月11日(火)、20日(木)
18時〜20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
12月21日(金)　17時〜19時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
12月20日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)
12月12日(水)　13時〜15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
12月20日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)
12月22日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
12月19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


