情報ひろば
お知らせ
◆長浜市消防出初式
【と き】１月６日(日)
出初式 ９時
表彰式 10時
【ところ】出初式 浅井支所(内保町)
表彰式 浅井文化ホール(内保町)
問 滋賀県消防協会長浜支部事務局
〈湖北地域消防本部長浜消防署内〉
(☎６２－９１９４)

◆(仮称)余呉南越前ウィンドファ
ーム風力発電事業 環境影響評
価方法書の縦覧および説明会
【縦覧期間】１月16日(水)〜２月18日(日)
８時30分〜17時15分
(土、日、祝日除く)
※事業者ホームページでも閲覧できます
【縦覧場所】環境保全課、北部振興局地域
振興課、余呉支所
【意見提出】縦覧場所に設置している意見
箱へ投函または３月５日(火)
までに郵送で下記まで。

説明会
【と き】１月25日(金)
①14時〜15時30分
②19時〜20時30分
【ところ】①中河内集会所(余呉町中河内)
②余呉文化ホール(余呉町中之郷)
※申込不要。
問 ㈱グリーンパワーインベストメント
〒１０７－００５２
東京都港区赤坂１－11－44
赤坂インターシティ３階
(☎０３－４５１０－２１００)

催

し

◆湖北ブロック滋賀県園児絵画展
長浜市、米原市の民間保育所および認
定子ども園の子ども達の元気一杯に描
いた絵画をご鑑賞ください。

●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15日号：１月15日(火） ３月１日号：１月28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。

【と き】１月11日(金)〜14日(月・祝)
９時〜17時
※初日は15時〜17時
【ところ】リュートプラザ(難波町)
問 長浜愛児園(☎６３－４６５０)

◆Englishカフェ
英語を使ったゲームやフリートークを
楽しみましょう。
【と き】１月19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】１月18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

◆第12回新春近江高月観音寄席
日本の伝統和芸をたっぷり楽しんでく
ださい。
【と き】１月19日(土)14時〜
【ところ】サン・レイバー高月
(高月町渡岸寺)
【出 演】桂 出丸 氏、桂 ちょうば 氏
【定 員】100人
(未就学児の入場はご遠慮ください。)
【入場料】前売券1,500円
当日券1,800円
問・申 ＮＰＯ法人花と観音の里
(☎８５－５５５７)
かつら

で まる

かつら

◆至近距離クラシックライブ
【と き】１月20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】ヴァイオリン・ピアノの演奏(約
１時間)。演奏後質問タイム。
お子様連れで参加できます。
問 臨湖(☎６５－２１２０)

◆白扇落語会
社会人の落語大会入賞者らによる落語で

新春を祝います。紙芝居もあります。
【と き】１月26日(土)13時〜15時30分
【ところ】レンタルスペース松橋(北船町)
【内 容】上方・江戸落語と紙芝居
※申込不要、参加費無料。
問 白扇落語会 宮島
(☎０９０－８５６５－７５５８)

◆中国のお正月パーティー「春節祭」
本場中国の料理と日本料理を味わいな
がら中国舞踊、二胡の演奏や日本舞踊
などを楽しみます。
【と き】１月27日(日)12時〜16時
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【参加費】一般1,000円、会員800円
留学生・技能研修生・小学生
500円(幼児は無料)
【定 員】100人(先着順)
【申込み】ＦＡＸまたはメールで下記まで。
問・申 長浜市日中友好協会
☎／ FAX ６３－９２６５
✉ fu94ma@za.ztv.ne.jp

講座・教室
◆滋賀県高次脳機能障害リハビリ
テーション講習会
【と き】１月19日(土)13時〜16時
10分
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ(港町)
【内 容】講演「高次脳機能障害の基
礎理解」
、
「発達障害(神経発
達症)の理解と支援」
シンポジウム「くらし方の工夫」
個別相談コーナー
【定 員】150人(当日参加可)
【参加費】無料
問 (一社)なないろ 脳外傷友の会「しが」
(☎６２－２８００)

◆大人のための英会話入門・韓国
語入門市民講座
【と き】１月29日(火)〜
毎週火曜日(全８回)

有料広告欄
有料広告欄

英会話18時〜19時
韓国語19時30分〜20時30分
【ところ】臨湖(港町)
【受講料】全８回6,000円
※別途教材費(英会話1,000円、韓国
語2,000円)が必要です。
【定 員】各15人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
問・申 国際文化交流協会 前田
(☎０９０－６４８９－２８０３)

相

談

◆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】１月15日(火)、２月19日(火)
13時30分〜16時30分
【ところ】市役所本庁舎１階相談室
【定 員】各日６人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。
問・申 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の相談会で
す。気軽にお申し込みください。
【と き】１月11日(金)
13時30分〜16時
【ところ】虎姫支所(宮部町)
【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)

女性の悩み相談(要予約)
【と

き】 １月10日(木)10時〜14時
１月19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)
土日祝：市民交流センター(☎６５−３３６６)
しも じ

く

み

こ

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
１月８日(火)、24日(木)
18時〜20時
○湯田まちづくりセンター(内保町)
１月25日(金) 17時〜19時
○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
１月17日(木) 18時〜20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
１月９日(水) 13時〜15時
○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
１月17日(木) 15時〜17時
○山村開発センター(余呉町中之郷)
１月26日(土) 10時〜12時
○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
１月16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。

長浜米原休日急患診療所
１、２月の診療日のお知らせ
【診療日】１月１日、２日、３日、
６日、13日、14日、
20日、27日
２月３日、10日、11日、
17日、24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)

１月の税・料
市県民税
４期
国民健康保険料
８期
介護保険料
８期
後期高齢者保険料
７期
口座振替は「三方よし」の納め方です

不用品交換情報(12月７日現在)
◆ください(無料)

〇テレビ○中学生用自転車○幼児用自転車○電子レンジ○カメラ付イン
ターホン○ベビーベッド○チャイルドシート○桐たんす○臼と杵○子ど
も用自転車○こたつ○ビンゴゲーム機○作業用一輪車

◆あげます(無料)

○洋たんす○マッサージ機○三面鏡○火鉢○植木鉢○毛布○手芸用の毛
糸○和たんす○足踏みミシン○炊飯器○電気カーペット○畳の歩行器
○食器棚○電子オルガン○マッサージ機○子ども用すべり台
※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)

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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