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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

２月１日号：12月21日(金） ２月15日号：１月15日(火)
●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」
年末年始、12月25日、１月15日は休業

年末年始(12月29日〜１月３日)と12
月25日(火)、１月15日(火)は休業し
ます。米原出張窓口での受付は、平
日の火・水・木曜日です。

滋賀県パスポートセンター
(☎０７７－５２７－３３２３)

◆特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
特定の産業の労働者に適用される特
定(産業別)最低賃金が改定されま
す。詳しくは下記まで。

滋賀労働局賃金室
(☎０７７－５２２－６６５４)

◆つどい感謝祭
今年一年の感謝の気持ちを込めて開催
します。だれでも参加できる、地域の
色んな人と交流できる楽しい場です。

【と　き】12月22日(土)10時〜15時
【ところ】南郷郷まちづくりセンター

            (新栄町)
【内　容】餅つき、ステージショー、

食品販売、キッチンカー等
【参加費】無料

認定ＮＰＯ法人つどい(☎５７－６７７７)

◆能面打ち体験講座
【と　き】１月15日(火)〜４月２日(火)

の火曜日のうち全10回
いずれも10時～13時

【ところ】今重屋敷能舞館(元浜町)
【内　容】型紙を利用して能面制作。制

作後、胡
ご

粉
ふ ん

とニカワ、水
す い

干
ひ

絵
の具を使用して彩色します。

【参加費】9,000円(木材・塗り材料費)
【講　師】能繖会　伊庭

い ば

貞一
て い い ち

氏ほか
【定　員】５人程度(先着順)
【持ち物】筆記用具・定規・はさみ・彫刻刀
※希望者には販売あり

【申込み】１月８日(火)までに、電話、
FAXまたはメールで下記まで。

今重屋敷能舞館
(☎/ ５０－１２７２)
✉noubukan@maia.eonet.ne.jp

◆味噌作り体験
自宅用の味噌を作ります。塩や水分、
大豆、糀の量を調節して、お好みの味
噌が作れます。

【期　間】２月末まで(日時は希望に
より調整します)

【ところ】赤谷荘(小谷丁野町)
【受講料】１升分800円
【持ち物】保管用味噌を入れる容器
※準備物の分量など詳しくはお問い

合わせください。
【申込み】電話で下記まで。

赤谷の里　河毛
(☎０９０－１１３８－０９４２)

◆自衛官募集
【募集項目】自衛官候補生
【応募資格】18歳以上33歳未満
【受付期間】随時
※応募方法など詳しくは下記まで。

自衛隊滋賀地方協力本部彦根地域事務所
(☎０７４９－２６－０５８７)

◆第14回奥びわ湖書き初め展覧会
日頃の創作活動の成果を発表する機
会として、ぜひご応募ください。

【と　き】２月16日(土)〜24日(日)
            ９時〜17時(最終日は15時)

【ところ】西浅井運動広場体育館
            (西浅井町大浦)

【応募資格】県内に在住または通勤・通
学する人、または県内の書
道教室・クラブ等団体に所
属する人(中学生以下は除
く)

【出品料】一般・大学生2,000円、高
校生無料

【作品搬入】１月25日(金)、26日(土)
            10時〜16時

書を活かした地域づくり実行委員会
(西浅井まちづくりセンター内)
(☎８９－１１２５)

問

問

問

問・申
FAX

問

問

問・申

お知らせ

催　し

講座・教室

不用品交換情報(11月22日現在)
◆ください(無料)
○テレビ○籐の椅子○小学生用自転車〇中

学生用自転車〇大人用自転車〇幼児用自転

車〇電子レンジ〇カメラ付インターホン〇

ベビーベッド〇チャイルドシート〇桐たん

す〇臼と杵

◆あげます(無料)
○ポータブル介護用トイレ〇長浜幼稚園制

服〇子ども用布団〇洋たんす〇ドレッサー

〇チャイルドシート〇冷蔵庫〇マッサージ

機〇三面鏡〇火鉢〇植木鉢〇足踏みミシン

〇毛布〇手芸用の毛糸

※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

募　集

寒い冬こそ運動を！
シェイプアップ、リラックス、健康増進
心と体の健康のためにスポーツしよう♪

【申込み】12月18日(火)から市民体育館にて申込受付を開始します。
              電話での申込みも可能。ただし定員になり次第受付終了となります。
※各教室の開講日程については下記までお問い合せください。
※受講料は原則としてお返しできません。

■問･申 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団(長浜市民体育館)（☎６３ー９８０６）

教　室　名 対象 曜日 時間 受講料 定員 講　師 内　容

はじめてのフィットネス
フラダンス教室

一般 水
10時

〜11時30分
８回

5,200円
15人

ＡＦＡＡ
ア フ ァ

認定

藤本
ふ じ も と

朋
と も

子
こ

先生

初心者のためのフィット
ネスフラダンスの教室で
す。

教　室　名 対象 曜日 時間 受講料 定員 講　師 内　容

おやこ ＤＥ
あそビクス教室

2、3歳児
と保護者

金 10時〜11時
８回

5,200円
15組
30人

ＡＦＡＡ認定
藤本 朋子 先生

音楽にあわせて親子で楽
しくリズム体操♪

教　室　名 対象 曜日 時間 受講料 定員 講　師 内　容

10歳若返り美身体づくり
リンパストレッチ教室

一般

木 10時〜11時

10回
7,200円

20人
フィットネス講師

森
も り

野
の

善誠
よ し な り

先生

軽ストレッチでリンパ循
環を改善し美身体づくり
を目指します。

体幹強化
ウエストシェイプ教室

木
11時15分

〜12時15分

ストレッチポールを使用
し体幹筋力アップと姿勢
改善を、めざします。

ビューティーヨガ教室
夜コース

女性

水
19時45分
〜21時

30人
ヨガ講師

北
き た

京
きょう

子
こ

先生

美しく健康な身体づくり
に最適なヨガ教室です。

ビューティーヨガ教室
昼コース

火
13時30分

〜14時45分

ボディーケアヨガ教室①

一般

月
13時30分

〜14時45分
体をほぐしながら補整し
ていくヨガ教室です。

ボディーケアヨガ教室② 月
15時

〜16時15分

記事広告
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★運動不足解消、筋力維持をめざそう！

★音楽に合わせて親子で楽しく運動しよう！

★美しく健康な体をつくろう！

各教室１月〜３月開講

「長浜ふるさとまつり市民の会」募金のお礼と報告
長浜ふるさとまつり市民の会事務局(観光振興課内)(☎６５―６５２１)

多くの市民の皆さんから、長浜ふるさとまつりへの募金をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

お預かりした募金は各行事の実行委員会で活用していただきます。

募金総額 2,539,069円(11月末日現在)

問

【募金を活用した祭り等の行事】
■水とロマンの祭典
■にしあざいの夏まつり
■長浜・北びわ湖大花火大会
■かわそサマーフェスティバル
■ふるさと夏まつり(木之本地蔵大縁日／木之本大花火大会)
■長浜・あざいあっぱれ祭り2018

■長浜ロードトレイン祭in BIWA
■小谷城戦国まつり
■大道芸フェスタin虎御前
■観音の里ふるさとまつり
■こほくイルミの広場


