情報ひろば

●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
７月15日号 ： ６月18日(火) ８月１日号 ： ６月27日(木)
●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。

（先着順）
【定 員】15 人
◆体験教室「べんがら染め」
（お菓子・ドリンク付き） 土からできた天然染料、べんがらで手
【参加費】500 円
ぬぐいを染めよう。
（金）までに電話で下
【申込み】６月21日
（日）10 時〜
記まで。
【と
き】６月９日
◆心のケアを考える会例会
問
・
申
長浜市民国際交流協会
（大依町）
（日）11 時〜 14 時
【ところ】浅井歴史民俗資料館
【と き】６月９日
わたなべ あや の
（☎６３−４４００）
（勝町）
【ところ】六荘まちづくりセンター
【講 師】渡邉 彩乃 氏
【定 員】20 人
【対 象】がん患者および家族、医療
か ぐら や こ いき
関係者
◆社会人落語日本一・神楽家小粋独演会 【参加費】800 円
（土）13時30分〜15時
【申込み】電話またはＦＡＸで下記まで。
【参加費】500 円
【と き】６月29日
問・申 浅井歴史民俗資料館
【持ち物】軽食、お茶菓子等（参加者ご 【ところ】町家レンタルスペース松橋
とに１品持ち寄り）
（☎ / FAX ７４−０１０１）
（北船町）
（金）までに電話で下 【入場料】300 円
【申込み】６月７日
記まで。
不要
【申込み】
◆ HeartTrain 講座
はくせん
問・申 市立長浜病院がん相談支援センター
問 白扇落語会事務局
①大人のリトミック教室「おとみっく」
（☎０９０−８５６５−７５５８）
（☎６８−２３５４）
（火）
【と き】６月 11 日
10 時 30 分〜 11 時 30 分
りセンター
（勝町）
【ところ】六荘まちづく
◆みんなで歌おう！こうゆうかん
◆エコチルフェスタ2019＠長浜
なかやま
山
ありか
氏
中
【講 師】
うたごえ喫茶「ハーモニー」
〜人形劇「そんごくう」〜
（先着順）
（日）11時〜12時、 【定 員】10 人
【と き】６月９日(日) 13 時 30 分〜
【と き】７月 28 日
（初参加無料）
（13 時開場）
14時〜15時 完全入替制２回公演
【参加費】800 円
②ヨガ教室
【ところ】きのもと交遊館（木之本町木之本） 【内 容】エコチル調査からのお知ら
（木）
せ、歌、人形劇
【と き】６月 13 日
【参加費】500 円
10 時 30 分〜 11 時 30 分
【入場料】無料
【定 員】40 人
りセンター
（勝町）
【申込み】電話またはメールで下記まで。 【申込み】官製ハガキでお申込みくださ 【ところ】六荘まちづく
こ み やま かず こ
問・申 Ｋ−ＺＯHＮ運営協議会
い。詳しくはエコチル 調査 【講 師】小宮山 和子 氏
京都ユニットセンターホーム 【定 員】15 人
（☎８２−６３１１）
（先着順）
ページをご覧ください。
kinomotosizu@yahoo.co.jp
【参加費】500 円
※電話での申込みはできません。 く ぼ
※託児あり 先着５人
（100円）
問・申 エコチル調査長浜オフィス 久保
≪共通事項≫
◆風を待つ演奏会フルートアンサンブル
（☎０８０−７０２９−０１４８）
（土）
【申込み】電話またはメールで下記まで。
【と き】６月 15 日
問・申 Heart Train dai〜dai〜 村山
14 時 30 分〜 15 時 30 分
（上野町）
（☎０９０−４０３８−８８９９）
【ところ】近江孤篷庵
「ブィーブオ」フルートアンサ
daidai.risa@gmail.com
【内 容】
ンブル
◆健康教室
（木）13 時 30 分〜
【料 金】500 円
【と き】６月６日
◆甲種防火管理（新規）講習会
（木）、21 日
（金）
【申込み】電話またはメールで下記まで。 【ところ】湖北医療サポートセンター
【と き】６月 20 日
問・申 五先賢の館
（宮司町）
（☎７４−０５６０）
（地福寺町）
【ところ】市民交流センター
gosenken@zd.ztv.ne.jp
【テーマ】高血圧
【受講料】5,000 円
循環器内科
（先着順）
【講 師】市立長浜病院
【定 員】100 人
たかしま ひろゆき
高島 弘行
（木）〜６月18日
（火）
【申込み】５月30日
◆長浜ギター・マンドリンアンサンブル
までに申込書に受講料を添
※申込不要、参加無料
第30回定期演奏会
問 湖北医師会
えて直接最寄りの消防署ま
（☎６５−３６００）
（日）14 時〜
【と き】６月 16 日
たは分署まで。
（13 時 30 分開場）
※平日８時
30 分〜 17 時 15 分受付。
（港町）
【ところ】長浜文化芸術会館
◆市民講座「塗り替えセミナー」
※電話、郵送での申込み不可。
（土）10 時〜 12 時
【入場料】無料
【と き】６月８日
※駐車場は市営豊公園駐車場を利用し 【ところ】長浜サンパレス
（八幡中山町） ※申込書各消防署、分署にあります。
湖北地域消防本部ホームページから
駐車券を持参し入館ください。 くにとも
【内 容】大切な家を塗り替える前に
問 長浜ギター・マンドリンアンサンブル 国友
ダウンロードすることもできます。
知っておきたい基礎知識
おく の
ます お
問・申 湖北地域消防本部予防課
（☎０９０−９０４５−８３２３）
【講 師】奥野 益生 氏
（先着順・市内在住の人）
（☎６２−５１９４）
【定 員】20人
無料
【受講料】
◆ English カフェ参加者募集
（金）までに電話で下
気楽に英語で交流しませんか。英語を使っ 【申込み】６月７日
◆ふな寿しの漬け方教室
記まで。
てゲームやフリートークを楽しみましょう。
（土）14時〜15時30分
【と き】６月22日
問・申（一社）
市民講座運営委員会
（田村町）
【と き】６月22日（土）13時〜15時
【ところ】長浜地方卸売市場
プロタイムズ彦根店内
市内または米原市在住の人
【ところ】多文化共生・国際文化交流
【対
象】
ジ
オ
よ もり しん ご
（☎０１２０−３５９−６６６）
ハウスＧＥＯ（神照町）
【講 師】世森 伸吾 氏

催

し

むらやま

講座・教室
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（初めての人優先）
【申込み】電話で下記まで。
【定 員】20 人
問・申 白扇落語会事務局
※応募者多数の場合抽選
（当日支払）
（☎０９０−８５６５−７５５８）
【参加費】2,500 円
（土）〜10日
（月）17時
【申込み】６月１日
までに電話またはメールで
下記まで。
問・申 長浜地方卸売市場（☎６３−４０００）
◆そば打ち教室の受講生募集
nagasijo@mx.bw.dream.jp
楽しくそばを打ち、美味しく食べる教
室です。初心者歓迎します。
（土）〜翌年３月
【と
き】６月15日
◆ボランティア養成講座 第１回
毎月第２土曜日
14時〜16時
〜できることから、わたしから〜
（水）13時30分〜
（全 10 回）
【と き】６月26日
（田村町） 【ところ】南郷里まちづくりセンター
（新栄町）
【ところ】滋賀文教短期大学
【受講料】無料
【定 員】10 人
※講座の締切や申込方法については、 【受講料】10,000 円
（10回分）
ホームページまで。
（水）までに電話で下
【申込み】６月５日
記まで。
問・申 長浜そば遊優くらぶ
滋賀文教短期大学▶
ホームページ
（☎０９０−２３８９−３０６７）
問・申 滋賀文教短期大学
（☎６３−５８１５）
◆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。
（日）８時30分〜
◆歴史講座「民具の移り変わり」 【と き】６月23日
13時30分〜15時
（金）
※雨天の場合は６月 30 日
（日）
【と き】６月28日
（大依町）
（神照町）
【ところ】浅井図書館
【ところ】神照運動公園
おおにし とし こ
【講 師】大西 稔子 氏
【参加資格】市内在住・在勤の社会人で
（栗東歴史民俗博物館学芸員）
編成したチーム
【参加費】500 円
【参加費】6,000 円 / チーム
※あざい歴史の会会員は無料。
（土）までに電話ま
【申込み】６月 15 日
たはＦＡＸで下記まで。
【定 員】50 人
たかもり
問・申 長浜市ソフトボール協会 髙森
※申込不要
問 浅井歴史民俗資料館
（☎６２−４１８１/ FAX ６２−４１８４）
（☎ / FAX ７４−０１０１）

募

◆落語入門教室

【と

（土）
き】６月 29 日
15 時 30 分〜 16 時 15 分
【ところ】町家レンタルスペース松橋
（北船町）
（年齢不問）
【対 象】未経験者
（先着順）
【定 員】15 人
（テキスト代）
【受講料】500 円
【持ち物】手ぬぐい、扇子

集

◆剣舞こども無料体験教室

【と

（土）〜８月 15 日
（木）
き】７月６日
の毎週土曜日
13時30分〜15時30分
※最終週
（7日目）は、18時〜 奉納剣舞
（長濱八幡宮）
ぶ とくでん
【ところ】武徳殿（朝日町）
（先着順）
【定 員】20 人
※白扇、剣道着、袴、剣など無料貸与
にしむら こうすい
【講 師】西邑 光粋 氏

【対 象】幼児・小学生
【申込み】電話で下記まで。
問・申 光粋流舞道本部
（☎６２−２４４１）

◆国家公務員採用一般職試験
（高卒者試験）

【試験区分】事務、技術、農業、農業土木、
林業
【対 象】① 平成 31 年４月１日時点に
おいて、高等学校または
中等教育学校を卒業した
日の翌日から起算して２年
を経 過していない人およ
び令和２年３月までにこれ
らを卒業見込みの人。
②人事院が ①に掲げる人に
準ずると認める人。
６月
17 日
（月）〜 26 日
（水）に
【申込み】
ホームページで。
※郵送、持参の場合は６月19日
（水）まで。
（日）
【試験日】９月１日
【会 場】京都市、大阪市ほか
※詳しくはホームページ「国家公務員試
験採用情報 NAVI」で。
問 人事院近畿事務局 試験第二係
（☎０６−４７９６−２１９１）
〒５５３−８５１３
大阪市福島区福島１−１−６０

不用品交換情報（５月８日現在）
◆ください（無料）
○植木鉢○盆栽鉢○炊飯器○幼児用自転車
○カロム○電子レンジ○テレビデオ○子ど
も用自転車○ノートＰＣ○プリンター○
シーリングライト○掃除機

◆あげます（無料）
○こたつ布団○食器棚○小型冷蔵庫○電子
オルガン○梅酒用びん
※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）

有料広告欄
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