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【受講料】500円(テキスト代)
【持ち物】手ぬぐい、扇子(あれば)
【申込み】電話で下記まで。

白扇落語会事務局
(☎０９０－８５６５－７５５８)

◆介護福祉士実務者研修
【と　き】５月１日(水)〜８月31日(土)
【ところ】特別養護老人ホームアンタレス
            (加田町)

【定　員】40人
【受講料】 (例)ヘルパー２級有資格

者・初任者研修修了者の場
合12万円(教材費込み)

※貸付金(最大20万円)が受けられます。
【申込期限】４月30日(火)
※申込方法など詳しくは下記まで。

青祥会法人本部
(☎６８－４１１４)

◆キッズ英語生徒募集
小学生低学年向けの英語教室です。
アメリカ人講師と一緒に英語を勉強
しませんか。

【と　き】５月14日(火)17時〜18時
開講(全10回)

【ところ】多文化共生・国際文化交流
ハウスＧＥＯ

ジ オ

(神照町) 
【対　象】小学１・２年生
【定　員】15人(先着順)
【申込み】５月６日(月・振)までに電話で下記まで。
※受講料等、詳しくは下記まで。

長浜市民国際交流協会
(☎６３－４４００)

◆介護職員初任者研修
【と　き】５月21日(火)〜８月29日(木)
            (期間内の23日間)

【ところ】湖北福祉ステーション
            (湖北町速水)

【対　象】研修の全課程を受講できる人
【定　員】30人(応募多数の場合は選考)
【受講料】39,800円
※受講料返金制度あり(条件あり)

【申込期限】５月７日(火)
※申込方法など詳しくは下記まで。

長浜市社会福祉協議会
(☎７８－８２９４)

◆市民ソフトボール大会
参加チーム募集

トーナメント方式の大会です。
【と　き】４月28日(日) ８時30分〜
※雨天の場合は４月29日(月・祝)

【ところ】神照運動公園(神照町)
【参加資格】市内在住・在勤の男女で編

成したチーム
【参加費】１チーム6,000円
【申込み】４月20日(土)までに電話ま

たはＦＡＸで下記まで。
長浜市ソフトボール協会　髙森

たかもり

(☎６２－４１８１)
( ６２－４１８４)

◆相続・年金・事業承継など合同
相談会

税理士、社会保険労務士、司法書士
が相談対応します。

【と　き】４月13日(土) ９時〜14時
【ところ】市役所本庁舎１階
            多目的ルーム１
※相談無料、申込不要。
合同相談会グループ(☎７８－２０９６)

◆介護・福祉のお仕事
「ミニ就職説明会」「出張相談」
介護・福祉の現場で働く職員が仕事内
容を説明し、質問、相談にお答えする
「ミニ職場説明会」を行います。同時
開催の「出張相談」では湖北介護・福
祉人材センターが福祉の仕事探しにつ
いて相談をお受けします。

【と　き】４月16日(火)15時～16時
※ハローワークによる介護･
福祉の職場ガイダンスに
引き続き実施します。

【ところ】滋賀県湖北合同庁舎(平方町)
【申込み】「ミニ職場説明会」入退場自

由・申込不要。
「出張相談」完全予約制。
前日17時までに電話で下記まで。

湖北介護・福祉人材センター
(☎６４－５１２５)

問・申

問・申

問・申

問・申

問・申

問

FAX

問・申

相　談

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】４月４日(木)10時〜14時

４月20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

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
４月９日(火)、25日(木)
18時〜20時

○湯田まちづくりセンター(内保町)
４月26日(金)　18時〜20時
○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
４月18日(木)　18時〜20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
４月10日(水)　13時〜15時

○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
４月18日(木)　15時〜17時
○山村開発センター(余呉町中之郷)
４月27日(土)　10時〜12時
○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
４月17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

◆ドキュメンタリー映画上映会
「普通に生きる」
重いしょうがいがある我が子と普通
に生きていくため、理想の通所施設
を作りあげた親たちと地域の成長を
記録した映画です。上映後に作者の
トークタイムもあります。

【と　き】４月６日(土)
            13時30分〜(開場13時)

【ところ】臨湖(港町)
※入場無料、申込不要。
(一社)sweet

ス イ ー ト

ハート♡ 坂
さか

根
ね

(☎０８０－５７６５－５０３９)

◆きずなの赤ちゃんイベント
〇マタニティ勉強会
①赤ちゃんの沐浴

【と　き】４月８日(月)、５月13日(月)
            13時30分〜
②赤ちゃんとの暮らし

【と　き】４月22日(月)、５月27日(月)
            13時30分〜

【対　象】安定期〜
※要予約、登録不要、無料。
〇エコバトン

【と　き】４月25日(木)13時30分〜15時
【内　容】マタニティ＆ベビー用品の交換会
【対　象】どなたでも

まちのほけんしつ(☎６８－３２１５)

◆滋賀県警察音楽隊演奏＆交通安全
フェスタ

【と　き】４月13日(土) 13時〜16時
【ところ】木之本スティックホール
            (木之本町木之本)

【内　容】滋賀県警察音楽隊による吹
奏楽の演奏、「交通安全ふれ
あい号」の来場、白バイ・
パトカーの乗車体験など

木之本スティックホール
(☎８２－２４１１)

◆しょうがいのある人が携わった
商品・作品の販売・展示

【と　き】４月15日(月) 10時〜14時
【ところ】長濱八幡宮境内一角(宮前町)
【商品・作品】焼き菓子、野菜、布製品、
            紙すき商品、木工製品
湖北タウンホーム(☎７３－３９１０)

◆春の白扇落語会
【と　き】４月27日(土) 
            13時30分〜15時30分
            途中入退場自由

【ところ】レンタルスペース松橋(北船町)
【内　容】落語と紙芝居、季節の落語
※入場無料、申込不要。
白扇落語会事務局
(☎０９０－８５６５－７５５８)

◆桂
かつら

華
か

紋
もん

独演会
【と　き】５月26日(日) 
            13時30分〜15時30分

【ところ】レンタルスペース松橋(北船町)
【内　容】ＡＢＣラジオ「なみわんグ

ランプリ」優勝の若手噺家
による落語三席とお話し

【定　員】40人(先着順)
【入場料】前売り　一般1,500円
※当日券はプラス300円。同伴の小
中学生は無料。

【申込み】電話またはメールで下記まで。
白扇落語会事務局
(☎０９０－８５６５－７５５８)
✉ nmori2008@yahoo.co.jp

◆市民講座「塗り替えセミナー」
【と　き】４月20日(土)10時〜12時
【ところ】長浜サンパレス(八幡中山町)
【内　容】大切な家を塗り替える前に

知っておきたい基礎知識
【講　師】奥

おく

野
の

益
ます

生
お

氏
【対　象】市内在住の人
【定　員】20人(先着順)

【受講料】無料
【申込み】４月19日(金)までに電話で

下記まで。
(一社)市民講座運営委員会
プロタイムズ彦根店内
(☎０１２０－３５９－６６６)

◆硬式テニス春季スクール受講生募集
【と　き】４月24日、５月８日、15日、
            22日、６月５日、19日、
              ７月３日、17日(全て水曜日)
            19時30分〜21時

【ところ】長浜バイオ大学ドーム
            屋内コート(田村町)

【対　象】11歳以上の初級者
【定　員】24人(先着順)
【申込み】４月18日(木)までに名前と
            連絡先をメールで下記まで。

長浜テニス協会
✉ nagahamatennis@yahoo.co.jp

◆大人のための英会話入門・韓国
語入門市民講座

【と　き】４月25日(木)〜
            毎週木曜日(全８回)
            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)

【定　員】15人(先着順)
【申込み】電話で下記まで。

国際文化交流協会
(☎０９０－６４８９－２８０３)

◆落語入門教室
【と　き】４月27日(土) 
            15時30分〜16時15分

【ところ】レンタルスペース松橋(北船町)
【内　容】落語の基本的な所作を学

び、自分でも行います。
【対　象】未経験者、年齢不問
【定　員】15人(先着順)

問

問

問

問

問・申

問・申

問・申

問・申

問・申

●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15日号の情報ひろばはお休みさせていただきます。　６月１日号：４月19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 

催　し

有料広告欄

講座・教室


