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◆長浜北星高等養護学校
　夏の販売会
【と　き】	６月22日(土)10 時～12時
【ところ】	長浜北星高等学校(地福寺町)
【販売商品】	 	各種花苗、木製花台、テラ

コッタ鉢、さき織製品など
※	商品の持ち帰り用の袋などをお持ち
ください。
※	なるべく釣銭が出ないようにご協力を
お願いします。
※	なるべくマイカーでの来場はご遠慮く
ださい。
問	県立長浜北星高等養護学校
　	( ☎６２－０９３０)

◆湖北口腔健康フェスティバル
お口の健康について学びましょう。
【と　き】	６月23日(日)10 時～16時
【ところ】	長浜文化芸術会館(大島町)
【内　容】	 	歯の図画・ポスター展、口腔診

査、歯磨き個別指導、フッ化
物塗布(無料)、歯のクイズなど

問	湖北歯科医師会 (☎６２－３０２０)

◆�大人のアート教室作品展＋こと
のは朗読会「ふらわーず」

【と　き】	６月23日(日)
	 作品展　11時～16時
	 朗読会　13時30分～15時
【ところ】	南郷里まちづくりセンター
	 (新栄町)
【内　容】�「花」をテーマに簡単な模様で

描かれるアート作品に囲まれて、
物語の朗読をお楽しみください。

【入場料】無料
問	大人のアート教室・朗読ことのは		藤

ふじ

田
た

　	( ☎７２－４３３２)

◆きずなの赤ちゃんイベント
①�エコバトン　マタニティ &ベビー
用品の交換会

【と　き】	６月27日(木)	13時30分～15時
※申込不要、参加無料
②マタニティ勉強会
【と　き】	７月１日(月)、８月５日(月)
	 13時30～(赤ちゃんの沐浴)
	 ７月22日(月)、８月26日(月)
	 13時30～(赤ちゃんとの暮らし)
【対　象】	安定期～
※要予約、登録不要、参加無料

≪共　通≫
【ところ】	まちのほけんしつ(平方町)
問・申	まちのほけんしつ (☎６８－３２１５)

◆市民活動セミナー講演会
　「�長浜の伝統工芸　楽器糸のこ
れまでとこれから」

【と　き】	７月14日(日)15時～17時
【ところ】	臨湖(港町)
【内　容】	 	楽器糸づくりの工程、原料となる

生糸について具体的に紹介します。
【講　師】	橋

はし

本
もと

	英
ひで

宗
かず

	氏
【座談会】	橋

はし

本
もと

	圭
けい　すけ

祐	氏
	 (無形文化財選定保存技術保持者)
	 佃

つくだ

	三
み

恵
え

子
こ

	氏
	 (大音特殊生糸製造)
【聞き手】	堀

ほり

江
え

	昌
まさ

史
み

	氏 (出版社「能
のう

美
び

舎
しゃ

」)
【定　員】	177人
【参加費】	500円
【申込み】	 	７月13日(土) までに電話で

下記まで。
問・申	臨湖 (☎６５－２１２０)

◆第２回子育て支援講習会
【と　き】	７月20日(土)10時～11時30分
【ところ】	長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】	 	こどもの薬とエピペンの使用

について
【講　師】	薬剤師
【対　象】	乳幼児を育児中の親および家族
【定　員】	50人程度
【参加費】	無料
【申込み】	 	７月12日(金) までに電話で

下記まで。
※託児あり(要申込)
問・申	長浜赤十字病院社会課
　　		( ☎６３－２１１１)

◆マタニティ講座
【と　き】	６月29日(土)10時～11時30分
【ところ】	六荘まちづくりセンター(勝町)
【内　容】	 	助産師の指導による人形を

使っただっこやおむつ交換
などの体験。ヴァイオリンと
ピアノの生演奏。

【対　象】	 	市内在住・在勤で初めて出
産する妊婦とその家族

【定　員】	20人(先着順)
【参加費】	200円
【申込み】	電話で下記まで。
問・申	子育て広場スキップ (☎６２－１２１２)

◆健康教室
【と　き】	７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】	肥満と糖尿病
【講　師】	長浜赤十字病院　副院長
	 糖尿病・内分泌内科部長
	 江

え

川
がわ

	克
かつ

哉
や

	氏
※申込不要、参加無料
問	湖北医師会 (☎６５－３６００)

◆読み聞かせボランティア養成セミナー
市内の小学校等で絵本の読み聞かせを
行うボランティアを養成します。セミナー
後はシニアボランティアグループ「ジー
バーぽこぽこ」で活動していただきます。
男性の人も大歓迎です。
【と　き】	７月19日(金)～９月６日(金)
	 全７回	９時30分～11時30分
【ところ】	市役所本庁舎(八幡東町)
【対　象】	市内在住60歳前後～
【申込み】	 	７月４日(木)までに電話で

下記まで。
申	健康企画課 (☎６５－７７７９)
問	ジーバーぽこぽこ　川

かわ

崎
さき

　	( ☎７２－３９４３)

◆こほく健康づくり広場　初回講習
【と　き】	７月25日(木)９時30分～12時
【ところ】	湖北福祉ステーション
	 (湖北町速水)
【内　容】	 	施設のトレーニングマシン

使用や運動についての説明
【定　員】	10人程度(先着順)
【参加費】	無料
【申込み】	電話で下記まで。
※	初回講習以降は、機器使用料として
500円 /月が必要になります。

問・申	長浜市社会福祉協議会
　　		( ☎７８－８２９４)

◆第21回　　�金太郎相撲大会
　参加者募集
【と　き】	６月30日(日)８時30分～
【ところ】	西黒田まちづくりセンター
	 (常喜町)
【対　象】	幼児および小学生(男女問わず)
	 ○幼児 (年中・年長)クラス
	 ○低学年(１、２年生)クラス
	 ○中学年(３、４年生)クラス
	 ○高学年(５、６年生)クラス
【参加費】無料

【服　装】�体操着を原則とし、ベルト
やボタン等がない服装の上
からまわしを締める。

【申込み】�６月23日(日)までに電話、Ｆ
ＡＸまたはメールで下記まで。

※	参加者には模擬店の無料交換券を配
布します。

問・申	西黒田まちづくりセンター
　　		( ☎６２－０３８１)
　　		( FAX６４－２７４６)
　　		　 nishikuro-koumin@friend.ocn.ne.jp

◆相続等無料個別相談会
司法書士、税理士等の専門家が、相続・
遺言・生前対策等の無料相談をお受け
します。お気軽に相談ください。
【と　き】�６月29日(土)11時～15時
【ところ】	市役所本庁舎(八幡東町)

【申込み】	電話で下記まで。
※予約優先 (当日受付可)
問・申	(一社) 滋賀士業相談センター
　　		( ☎０７４９－６８－３７１１)	

◆行政相談をご利用ください
①７月１日(月)	９時～12時
　虎姫支所(宮部町)
　行政相談委員	長

は

谷
せ

川
がわ

	正
まさ

文
ふみ

	氏
②７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

なか

川
がわ

	博
ひろ

子
こ

	氏
③７月４日(木)	９時～12時
　社会福祉センター(八幡東町)
　行政相談委員	小

こ

林
ばやし

	喜
き

八
はち

郎
ろう

	氏
④７月５日(金)	９時～12時
　浅井支所(内保町)
　行政相談委員	池

いけ

澤
ざわ

	修
しゅう

也
や

	氏
⑤７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
しん

堂
どう

	正
まさ

春
はる

	氏
⑥７月９日(火)	13 時～15時
　西浅井まちづくりセンター
　(西浅井町大浦)
　行政相談委員	坂

さか

井
い

	冨
とみ

子
こ

	氏

問・申 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団(市民体育館内)(☎６３－９８０６)

問・申 (公財)長浜文化スポーツ振興事業団(長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター)(☎７４－３３５５)

【内　容】�市民体育館のトレーニング室内のマシンの利用方法やトレーニングのプログラム作りを
指導します。

	 			また、希望者には体成分測定装置 (I
イ ン ボ デ ィ

nbody)による筋肉量や筋量バランスの測定も行い
ます。当日、測定データをお渡ししますので、今後のトレーニングにぜひ活用ください。

【と　き】７月28日(日)　男性	９時～10時　女性	10 時30 分～11時30 分
【ところ】市民体育館(宮司町)　　　【参加費】100円(施設使用料)
【対　象】一般　※申込不要。当日市民体育館へ直接お越しください。

カヌー体験教室　～友達同士で、親子で、カヌー体験してみませんか。～
長浜市浅井 B&G 海洋センターからのお知らせ

【申込み】６月16日(日)から浅井Ｂ＆Ｇ海洋センターにて受付を開始します。（電話予約可）
　　　　		受講料を添えてお申し込みください。定員になり次第受付を終了します。

 長浜市民体育館で運動しよう♪

トレーニング室利用講習会 forMEN
forWOMEN

夏に向けて
トレーニング！

【と　き】７月13日(土)　※小雨実施、荒天中止
　　　　		午前の部：９時～11時　　午後の部：13時～15時
【ところ】浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫(池奥町)
【対　象】小学生以上
【受講料】1,100円／人
【定　員】各20人(先着順)

二人乗りカヌーもあります。
親子でカヌーにチャレンジ
してみませんか？

記事広告

不用品交換情報（５月23日現在）
◆ください（無料）
○電子レンジ○幼児用自転車○炊飯器○テ
レビデオ○子ども用自転車○ノートＰＣ○
プリンター○植木鉢○シーリングライト
○掃除機○大人用自転車○携帯ラジオ○ベ
ビーカーＡ型

◆あげます（無料）
○こたつ布団○中型冷蔵庫
※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）

（公財）長浜文化スポーツ振興事業団から、
講座・教室・イベントの情報を

お届けします！

（公財）長浜文化スポーツ振興事業団から、
講座・教室・イベントの情報を

お届けします！

少年
少女

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
　８月１日号 ： ６月27日（木）　�８月15日号 ： ７月16日（火）
●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。

相　談

お知らせ

講座・教室

募　集


