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◆冨田人形保存会会員募集
冨田人形保存会では、会員を随時募集し
ています。下記日程で会館、稽古を公開
しますので、お気軽にお越しください。
【と　き】	 	会館の公開　７月21日(日)、

９月22日(日)、10月20日(日)、
11月17日(日)、12月15日(日)

	 	稽古の公開　７月10日(水)、
17日(水)、24日(水)、11月
６日(水)、13日(水)、20日(水)

【申込み】	電話で下記まで。
問・申	冨田人形保存会事務局(☎７２－２５８４)
　　		(びわまちづくりセンター内)

◆看護職のための出張相談窓口
看護職資格があり、就職・再就職を考え
ている人はぜひお越しください。
【と　き】	７月８日(月)～３月23日(月)
	 毎週第２、４月曜日13時～16時
※	祝日の場合は翌日、８月のみ第１火曜
日、第４月曜日

【ところ】	ハローワーク長浜(南高田町)
【申込み】	不要
問	滋賀県ナースセンター(滋賀県看護協会内)
　	(☎０７７－５６４－９４９４)	

◆�オストメイト(人工肛門・人口膀
胱所有者)のための地域相談会

ストーマケアに関する講演と相談会を
開催します。
【と　き】	７月13日(土)13時30分～15時30分
【ところ】	市役所本庁舎(八幡東町)	
【対　象】	オストメイトとその家族
【講　師】	 	市立長浜病院	皮膚・排泄ケ

ア認定看護師　笠
かさ

原
はら

	みすず
※申込不要、参加無料
問	(公社)日本オストミー協会滋賀県支部
　	(☎０７７－５６２－１７７３)

◆行政相談をご利用ください
①７月10日(水)	13時～15時
　高月支所(高月町渡岸寺)
　行政相談委員	髙

たか

山
やま

	平
へい

一
いち

郎
ろう

	氏
②７月18日(木)	９時～12時
　木之本まちづくりセンター(木之本町木之本)
　行政相談委員	谷

たに

口
ぐち

	慶
けい

祐
ゆう

	氏

③７月24日(水)	13時～16時
　社会福祉センター (八幡東町)
　行政相談委員	三

み

浦
うら

	正
まさ

司
し

	氏
④７月24日(水)	９時～12時
　湖北デイサービスセンター(湖北町速水)
　行政相談委員	竹

たけ

本
もと

	久
ひさ

隆
たか

	氏
※相談無料、予約不要、秘密厳守します。
問	滋賀行政監視行政情報センター
　	(☎０７７－５２３－１１００)

◆�介護・福祉のお仕事「ミニ就職
説明会」「出張相談」

【と　き】	７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】	「ミニ就職説明会」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。

問・申	湖北介護・福祉人材センター
　　		(☎６４－５１２５)

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】	７月	20日(土)12時～16時
	 ８月	１日(木)10時～14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
く み こ

美子	氏(臨床心理士)
【料　金】	無料
※託児あり(要予約)、秘密厳守。
申	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)

長浜米原休日急患診療所
７・８月の診療日のお知らせ

【診療日】	７月７日、14日、15日、21日、
	 28日、８月４日、11日、12日、
	 18日、25日
【診療時間】	９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。
問	地域医療課(☎６５－６３０１)

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
　７月９日(火)、７月25日(木)
　18時～20時
○湯田まちづくりセンター(内保町)
　７月26日(金)　18時～20時
○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
　７月18日(木)　18時～20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
　７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)
　７月18日(木)　15時～17時
○山村開発センター(余呉町中之郷)
　７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)
　７月17日(水)　17時～19時
申	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。

不用品交換情報（６月17日現在）
◆ください（無料）
○冷房機○大人用自転車○プラレール一式○衣
類乾燥機○こたつ用掛布団・敷布団○ベビー
カーＡ型○掃除機○室内こども用鉄棒○扇風機
○ハンドベルセット一式○レゴブロック○グラ
ウンドゴルフ用品一式○電子レンジ○中型冷蔵
庫○洗濯機○炊飯器

◆あげます（無料）
○盆栽鉢○植木鉢○植木鉢(素焼)○ポップアップ
トースター○ベビーカー○木綿わた（掛敷布団）
※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！
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教　室　名 期間・時間 対象 受講料 定員 場　所 内容

水辺の安全教室
７月20日(土)
９時～10時

小学
１～３年生

500円
全１回

20人
長浜市民
プール

「自分の命は自分で守る」そんな意識
を持って！
○ペットボトル浮遊体験
○ライフジャケット浮遊体験
○身近な物を使った救助方法の紹介

こども水泳教室
７月22日(月)
～28日(日)
９時～10時

小学
２～６年生

8,300円
全７回

40人
長浜市民
プール

水泳の苦手なお子様を対象に、レベ
ルに応じて指導します。

ベビー
アクアビクス教室

７月15日
～８月20日
(月・火曜日)
９時～10時

２・３歳の
幼児と保護者

6,000円
全８回

15組
長浜市民
プール

お子様の運動能力の発達・健康増進、
そして親子間の絆の深まりを一緒に
体験し、また、参加者同士が子育ての
悩みを共有しストレスを発散しましょ
う。

アクアゲーム教室
８月４日(日)
16時～18時

小学
３年生以上

無料 30人
長浜市民
プール

初心者から水球経験者まで楽しく遊
びながら水泳＆水球の技術向上をめ
ざしっかりアドバイスを行います。

【申込方法】

○７月１日(月)から水辺の安全・こども水泳・ベビーアクアビクス教室の申込受付を開始します。

○７月13日(土)から神照運動公園にてアクアゲーム教室の申込受付を開始します。

○受講料を添えてお申込みください。

※電話予約可。定員になり次第受付を終了します。

※こども水泳教室は電話での予約はできません。

【その他】

○自己都合のキャンセルの場合、受講料は原則としてお返しできません。

問・申 
公益財団法人長浜文化スポーツ

振興事業団(神照運動公園内)

☎６５－３３９９

毎年恒例のお化け屋敷をはじめ、楽しい夜店も盛りだくさんです。

西浅井まちづくりセンター夏祭りにぜひお越し下さい。

【と　き】	７月21日(日)17時～ 20時　雨天決行(荒天中止)

【ところ】	西浅井まちづくりセンター (西浅井町大浦)

【内　容】

　お化け屋敷　３階大ホール　入場１回200円もしくはチケット２枚

　　　　　　　　※受付17時～ 19時(受付終了時間は来場者数によって前後することがあります)

　夜　　　　店　まちセン玄関前　チケット制

　　　　　　　　射的、景品付きゲーム、やきそば、フランクフルト、かき氷など　　　　　　　　　

問 西浅井まちづくりセンター (☎８９－１１２５)　※日月祝は休館

長浜市民プール
　　　　スポーツ教室のご案内

西浅井まちセン夏祭り2019 記事広告

相　談


