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◆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】２月８日(金)
            13時30分〜16時

【ところ】びわまちづくりセンター
            (難波町)

【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)

◆相続・遺言・成年後見・介護の
無料相談会

故人名義の不動産の名義変更のこと、
将来の相続に備えて遺言の作成のこと
など、司法書士が無料で相談に応じま
す。また、成年後見と介護の相談もお
受けします。

【と　き】２月16日(土)13時～16時
【ところ】湖北福祉ステーション
            (湖北町速水)
※予約不要
主催：滋賀県司法書士会長浜支部

長浜市社会福祉協議会
(☎６２－１８０４)

問・申

問

◆ナガハマムービーフェス2018
「長浜」をテーマにした短編動画公
募コンテストの優秀作品表彰式と上
映会を行います。映画音楽ミニコン
サートや軽食ブース、来場者プレゼ
ント抽選会も行います。

【と　き】３月２日(土)
            13時30分〜15時30分

【ところ】えきまちテラス長浜(北船町)
※申込不要、入場無料。

長浜ムービーフェスティバル実行委員会
(☎０９０－４９０８－３１２３)

◆懐かしの郷土料理
〜地域の味の伝承〜

「湖北に伝わる郷土料理」の講演会と
お食事会を開催します。

【と　き】３月３日(日)11時30分〜
【ところ】きのもと交遊館
            (木之本町木之本)

【定　員】60人(要予約・先着順)
【参加費】1,500円
【申込み】電話で下記まで。

きのもと交遊館(☎８２－６３１１)

◆青祥会研究発表大会
【と　き】３月10日(日)
            ９時20分〜16時

【ところ】ルッチプラザ(米原市長岡)
【大会テーマ】「地域に根づいた医療・福

祉の実践」〜咲かそうケア
のネットワーク〜

※申込不要、参加費無料。
青祥会法人本部(☎６８－４１１４)

◆健康教室
【と　き】２月７日(木)13時30分〜
【ところ】湖北医療サポートセンター

(宮司町)
【テーマ】介護保険と介護予防
【講　師】浅井びわ虎姫地域包括支援センター
            介護福祉士　北川
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※申込不要、参加費無料。
湖北医師会(☎６５－３６００)

◆ヨガ教室
【と　き】２月14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
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山
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【定　員】15人(先着順・お子さん連れ可)
【参加費】500円
【申込み】電話またはメールで下記まで。

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

◆魚のさばき方教室
【と　き】２月19日(火)14時〜16時
【ところ】長浜まちづくりセンター

(高田町)
【定　員】10人(応募多数の場合は抽選)
【対　象】市内または米原市在住の人
【負担金】1,000円(材料費、保険料含む)
【持ち物】エプロン、三角巾、出刃包

丁、刺身包丁、まな板、持
帰り用タッパー、ふきん(数
枚)、筆記用具

【申込み】２月１日(金)〜９日(土)16時ま
でに電話かメールで下記まで。

長浜地方卸売市場
(☎６３－４０００)
✉ nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆伝統文化親子教室
「よし刈り体験をしよう！」
よし葺き職人の指導を受けながら、
よし刈り体験と工作を行います。

【と　き】２月24日(日)８時15分集合
【集合場所】浅井歴史民俗資料館(大依町)
【ところ】西の湖(近江八幡市)
【定　員】20人(先着順)
【参加費】大人500円、子ども300円
【申込み】電話で下記まで。

浅井歴史民俗資料館
(☎７４－０１０１)

◆世界腎臓デー市民公開講座
【と　き】３月３日(日)10時〜11時30分
【ところ】北ビワコホテルグラツィエ

(港町)
【内　容】「慢性腎臓病あなたは大丈

夫？〜糖尿病は透析の危険
があります〜」

【講　師】滋賀医科大学腎臓内科
            准教授　　　荒

あら

木
き

信一
しんいち

氏
市立長浜病院腎臓代謝内科

            責任部長　　森
もり
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た

善方
よしかた

            市立長浜病院栄養科
            管理栄養士　古

こ

株
かぶ

陽
よう

子
こ

【定　員】100人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。

市立長浜病院　地域医療連携室
(☎６８－２３４６)

◆甲種防火管理(新規)講習会
【と　き】３月９日(土)、10日(日)
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【受講料】5,000円
【定　員】75人(先着順)
【申込み】２月７日(木)〜３月４日(月)

に受講料を添えて最寄の消
防署または分署まで。

※８時30分〜17時15分(土日祝日は除く)
※申込書は各受付窓口にあります。
湖北地域消防本部ホームページか
らもダウンロード可。

湖北地域消防本部予防課
(☎６２－５１９４)

◆自衛官募集
【募集種目】①幹部候補生(一般)

②幹部候補生(歯科・薬剤科)
③一般曹候補生
④自衛官候補生

【応募資格】①大卒程度(見込含)で22
歳以上26歳未満または
院卒者(見込含)で28歳
未満

②専門の大卒(見込含)で
30歳未満

③18歳以上27歳未満
④18歳以上33歳未満

【受付期間】①②３月１日(金)〜
５月１日(水)

③３月１日(金)〜
５月15日(水)

④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事務所
(☎０７４９－２６－０５８７)
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講座・教室
募　集

相　談 長浜米原休日急患診療所
２、３月の診療日のお知らせ

【診療日】２月３日、10日、11日、
17日、24日
３月３日、10日、17日、
21日、24日、31日

【診療時間】９時〜12時、13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】２月７日(木)10時〜14時

２月16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)
土日祝：市民交流センター(☎６５−３３６６)

申

２月の税・料
国民健康保険料                          ９期
介護保険料                                ９期
後期高齢者保険料                       ８期
口座振替は手続き簡単で

納め忘れなし

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
２月12日(火)、28日(木)
18時〜20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
２月22日(金)　17時〜19時

○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
２月21日(木)　18時〜20時

○高月支所(高月町渡岸寺)
２月13日(水)　13時〜15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
２月21日(木)　15時〜17時

○山村開発センター(余呉町中之郷)
２月23日(土)　10時〜12時

○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
２月20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

不用品交換情報(１月10日現在)
◆ください(無料)
〇チャイルドシート〇作業用一輪車〇二槽
式洗濯機〇籐のついたて〇足踏みミシン〇
釣り竿とリール(ブラックバス用)〇電動ミ
シン〇子ども用自転車
◆あげます(無料)
〇たんす〇ハムスター用ハウス〇ファック
ス付電話機〇ポータブルトイレ〇マッサー
ジチェア〇中型冷蔵庫〇小型冷蔵庫〇座卓
〇中華用円型テーブル〇つぼかご〇ランチ
皿(陶器製)〇湯呑み茶碗〇セミダブルベッ
ト
※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


