
◆滋賀県警察官(Ａ・大卒)採用試験
【第１次試験日】５月12日(日)
【試験会場】立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス(草津市野路東)
【対　象】平成元年４月２日以降に生ま

れた男女で、４年制大学を卒
業または平成32年３月31日
までに卒業見込みの人。

【採用予定人員】男性Ａ　35人程度
女性Ａ　10人程度

【受付期限】４月19日(金)
※詳しくは滋賀県警察ホームページで。

滋賀県警察本部警務課採用係
(☎０１２０－２０４－３１４)
http://www.pref.shiga.lg.jp/
police/saiyou/

◆滋賀大学公開授業(春学期)
「世界遺産学」など正規の授業を一
般の人に公開します。

【と　き】４月８日(月)〜７月25日(木)
【ところ】滋賀大学彦根キャンパス、

大津キャンパス
【対　象】高卒以上
【定　員】各科目５人程度(申込多数

の場合は抽選)

【受講料】１科目6,000円
【申込み】３月22日(金)までに電話ま

たはホームページで。
※科目等詳しくはホームページで。

滋賀大学学術国際課
(☎０７４９－２７－７５２１)
http://www.shiga-u.ac.jp/
research_cooperation/seminar/
open_seminar_menu/

◆県情報発信拠点「ここ滋賀」
企画催事募集

東京・日本橋の情報発信拠点「ここ滋賀」で
は、滋賀の産品等の魅力を来館者に伝える
企画催事(イベント)を募集しています。

【催事実施対象期間】４月１日(月)〜
３月31日(火)

【応募受付期間】実施前々月の１日まで
※詳しくはホームページまで。

ここ滋賀　企画催事担当
(☎０５０－５３０６－９０７９)

◆行政相談をご利用ください
①４月２日(火)　９時〜12時

びわ高齢者福祉センター(難波町)
行政相談委員　中川

なかがわ

博
ひろ

子
こ

氏
②４月５日(金)　９時〜12時
浅井支所(内保町)
行政相談委員　池澤

いけざわ

修也
しゅうや

氏
③４月５日(金)　13時〜16時
余呉山村開発センター(余呉町中之郷)
行政相談委員　新堂

しんどう

正春
まさはる

氏
滋賀行政監視行政相談センター
(☎０７７－５２３－１１００)

問・申

問・申

問・申

問
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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

５月１日号：３月29日(金） ※５月15日号の情報ひろばはお休みさせていただきます。
●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 

◆認知症家族会が開くシンポジウム
〜上手に認知症になるために〜

【と　き】３月22日(金) 10時〜12時  
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【シンポジスト】認知症疾患医療センター長
            松岡

まつおか

俊
とし

樹
き

氏
                     認知症の人と家族の会滋賀県支部代表
            小

こ

宮
みや

俊昭
としあき

氏　ほか
【申込み】ＦＡＸで下記まで。

湖北認知症の人を支える家族の会
「いぶきの会」
(☎０８０－１４２１－９０４８)
( ６４－２２４０)

◆朗読会「あふみのみ」淡海むかし語り
滋賀に伝わる民話を朗読で楽しみま
せんか。

【と　き】３月31日(日) 13時30分〜
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
※申込不要、入場無料。

朗読にじいろ　川崎
(☎６２－５２９３)

◆筆花会書展…私たちの平成…

【と　き】４月５日(金)〜７日(日)
            ９時30分〜17時
※最終日は16時まで。

【ところ】長浜文化芸術会館(大島町)
※入場無料。

金澤(☎０９０－２１９０－７９５９)

◆第22回観音の里春まつり
【と　き】４月６日(土) 10時〜15時
【ところ】向源寺境内(高月町渡岸寺)
【内　容】新小学１年生による福餅ま

き、つきたてもち・甘酒の振
る舞い、観音マルシェ

観音の里春まつり実行委員会
(☎８２－５９０９)

◆多文化お花見ポットラックパーティ
いろんな国の人とお花見パーティー
をします。

【と　き】４月６日(土)
            10時30分〜13時

【集合場所】豊公園噴水前(公園町)
※雨天時は、多文化共生・国際文化

交流ハウスＧＥＯ
ジ オ

(神照町)で交流会
【定　員】30人(先着順)
【参加費】500円(１品持ち寄りで無料)

【申込み】４月５日(金)までに電話で
下記まで。

長浜市民国際交流協会
(☎６３－４４００)

◆奥びわ湖・山門
やまかど

水源の森現地交流会
ユキバタツバキの魅力に迫る
〜ヤブツバキとユキツバキの出会いの場所・山門〜

【と　き】４月14日(日)10時〜16時30分
【ところ】西浅井まちづくりセンター

(西浅井町大浦)
【内　容】講演「ヤブツバキとユキツバ

キ」、ユキバタツバキ観察ツアー
【講　師】新潟大学農学部　阿部

あ べ

晴
はる

恵
え

氏
【定　員】100人
※小学生以下は保護者同伴

【参加費】1,000円(高校生以下無料)
【服　装】山歩きが出来る服装
【申込み】ＦＡＸまたはメールで下記まで。

㈱西浅井総合サービス
( ８９－０２８１)
✉nishiazai.co@koti.jp

◆こどもプログラミング無料体験会
【と　き】３月15日(金)〜４月６日(土)
【ところ】パソコン教室ゆっくりまいぺーす
            (神照町)

【内　容】2020年小学校で必須にな
るプログラミングの体験

【対　象】小学校２年生以上の小学生
【定　員】随時最大５人まで(先着順)
【受講料】無料
【申込み】電話またはメールで下記まで。

パソコン教室ゆっくりまいぺーす
(☎６３－１８５０)
✉kamiteru_iida@ybb.ne.jp

◆病児保育室ぽかぽか　利用登録会
病児保育の利用には登録が必要です。
登録会を開催しますので、この機会に
ぜひご利用ください。全体説明会の後
に、個別での面談を予定しています。

【と　き】３月27日(水)10時〜(要予約)
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)

まちのほけんしつ
(☎６８－３２１６)

◆ヨガ教室
【と　き】３月28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)

【定　員】15人(先着順)
【講　師】小

こ

宮
み

山
やま

和
かず

子
こ

氏
【参加費】500円
※託児あり先着５人(１人100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

◆大人のリトミック教室「おとみっく」
【と　き】４月９日(火) 10時〜11時
【ところ】六荘まちづくりセンター(勝町)
【講　師】中山

なかやま

ありか 氏
【定　員】10人(先着順)
【参加費】800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

◆健康教室
【と　き】４月11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】白内障の進行は防げるの？
【講　師】白川眼科クリニック
            院長　白川

しらかわ

弘泰
ひろや す

氏
※申込不要、参加費無料。

湖北医師会(☎６５－３６００)

◆立禅・吹き矢道　会員募集
“座禅の呼吸法を吹き矢で体験”

【と　き】毎週金曜日
９時〜11時30分

【ところ】五先賢の館(北野町)
【講　師】大吉寺住職　吉瀬

き せ

雄成
ゆうじょう

氏
【対　象】どなたでも
【定　員】５人
【参加料】１回500円

五先賢の館(☎７４－０５６０)

◆フリーマーケット出店者募集
【と　き】５月５日(日・祝)
【ところ】臨湖(港町)
【募集数】43店(申込多数の場合は抽選)
【区　画】屋内２ｍ×２ｍ
            屋外３ｍ×２ｍ

【出店料】屋内1,000円、屋外700円
【申込み】４月15日(月)までに電話ま

たは直接下記まで。
臨湖(☎６５－２１２０)

問

問

問

問・申

問・申
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問・申

問・申

問・申

問

問・申

問・申

問・申

問・申

FAX

催　し

講座・教室

募　集

全コース自由歩行ですので、湖北の素晴らしい自然や景色を楽しみな
がら、ゆっくり歩いてみたい方にもおすすめです。
10ｋｍコースの短いコース設定もありビギナーも大歓迎！
それに加え、中学生以下のお子さんの参加費は無料ですので、お子さ

ん連れやお孫さん連れなど、ご家族でのご参加もお待ちしています。
爽やかな湖風を感じながら、風光明媚な湖国路を歩いてみませんか♪

【実施日】５月11日(土)・12日(日)
【スタート・ゴール】豊公園市民庭球場(公園町)
【参加費】一般：1,500円(当日申込み2,000円)

中学生以下：無料(※要申込)
【参加記念品】大会誌、オリジナル記念品、ゼッケン、コース地図、

記念バッジ、完歩証など
※中学生以下は記念品が一部変更になります。

【コース案内】
11日(土)　　　　　　　　　　　　12日(日)
Ａ：伊吹中山道　　　40ｋｍ　　　Ｅ：余呉湖　　　　35ｋｍ
Ｂ：坂田長沢御坊　　20ｋｍ　　　Ｆ：姉川国友　　　20ｋｍ
Ｃ：近江母の郷　　　15ｋｍ　　　Ｇ：北国街道　　　15ｋｍ
Ｄ：びわこ南　　　　10ｋｍ　　　Ｈ：びわこ北　　　10ｋｍ

【申込み】参加申込書と参加費を添えて郵便振込、現金書留または直接下記まで。
※申込書は右記のほか、市役所、各まちづくりセンター等にあります。

公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団では、ウォーキングを推奨しています！！！
今、ウォーキングが注目されています！あなたも歩いて健康になろう♪

第27回びわ湖長浜ツーデーマーチ第27回びわ湖長浜ツーデーマーチ第27回びわ湖長浜ツーデーマーチ 県内最大のウォーキングイベント！

記事広告

不用品交換情報(２月21日現在)
◆ください(無料)
〇中学生用自転車○小学生用自転車〇ファ
ックス付電話機〇扇子〇炊飯器〇動力糸切
りミシン〇桐たんす〇ＶＨＳビデオデッキ
〇レコードプレーヤー〇折りたたみ自転車
〇小型冷蔵庫〇全自動洗濯機〇ベビーベッ
ド〇パソコン〇ダイニングチェア〇幼児用
自転車〇チャイルドシート〇大人用自転車
〇こたつ〇こたつ布団〇中型冷蔵庫

◆あげます(無料)
〇２人掛けソファ〇ベビーカー〇食器棚〇
女の子用学習机

※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

問合せ・参加申込書請求先
びわ湖長浜ツーデーマーチ実行委員会
事務局＜市民体育館内＞
（☎６４－５１５１）
ツーデーマーチホームページ
http://www.biwa.ne.jp/~bunspo/

相　談


