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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15日号 ： ７月16日(火)　 ９月１日号 ： ６月24日(水)
●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。

有料広告欄

問・申 滋賀県北部流域下水道事務所
　　  (☎０７４９－２６－６６３４)

◆第１回成年後見講座
【と　き】 ７月25日(木)９時30分～11時30分
※個別相談会９時30分～12時(事前予約優先)

【ところ】 湖北福祉ステーション(湖北町速水)
【内　容】  老後を安心して生活するために

できること、終活への備えについ
ての講演および成年後見人制度
についての説明を行います。

【講　師】 今
い ま

村
む ら

 美
み

奈
な

 氏　ほか
【定　員】 30人程度
【申込み】 電話で下記まで。

問・申 成年後見・権利擁護センター
　　  長浜センター (☎６２－１８０４)
　　  木之本センター (☎８２－５４１９)

◆落語入門教室
【と　き】 ７月27日(土)15時15分～16時
【ところ】 町家レンタルスペース松橋(北船町)
【内　容】  落語の基本と古典落語「寿

じ ゅ

限
げ

無
む

」の稽古をします。
【対　象】 未経験者、年齢不問
【定　員】 15人(先着順)
【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。

問・申 白扇落語会事務局
 　　 (☎０９０－８５６５－７５５８)

◆「夏休み親と子の間取り教室」
親子で間取り作り工作を楽しみましょ
う。夏休みの自由研究にもなります。

【と　き】 ①７月27日(土)14時～15時30分
 ②８月７日(水)14時～15時30分

【ところ】 ①米原市近江公民館(米原市顔戸)
 ②市役所本庁舎(八幡東町)

【対　象】 ３歳～15歳の子どもとその保護者
【定　員】 30組(先着順)
【参加費】 3,000円(１組)
【申込み】 ７月15日(月・祝)までにメールで下記まで。

問・申 (一社)日本間取り協会
　　  (☎０７４９－２０－８１０６)
　　   nihonmadorikyoukai@zeus.eonet.ne.jp

◆自衛官募集

防衛省では自衛官等を募集しています。
【募集種目】  ①航空学生(海空)②一般曹

候補生(陸海空)③自衛官候
補生(陸海空)

【応募資格】  ①海上自衛隊：18歳以上23
歳未満の男女、航空自衛隊：
18歳以上21歳未満の男女、②
③18歳以上33歳未満の男女

【受付期間】  ①②７月１日(月)～９月６日(金)、
③年間を通じて

【申込み】  下記ＱＲコードよりメール
 にてお申し込みください。
問・申 自衛隊彦根地域事務所
　　  (☎０７４９－２６－０５８７)

◆�地域の魅力にふれるおはなし「星と
祭」と湖北の観音さま受講者募集

【と　き】 ７月15日(月・祝)
 10時～11時30分

【ところ】 古民家「文
ふ

室
むろ

邸
てい

」(木之本町木之本)
【講　師】 「星と祭」復刊プロジェクトメンバー
【参加費】 500円
【申込み】 ７月12日(金)までに電話で下記まで。

問・申 木之本まちづくりセンター
　　  (☎８２－５９１５)

◆硬式テニススクール受講生募集
【と　き】  ７月24日(水)、８月28日(水)、
  ９月４日(水)、18日(水)、10月

９日(水)、23日(水)、11月12日
(火)、27日(水)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)
【参加費】 7,000円(全８回)
【申込み】  ７月18日(木)までに氏名と連

絡先をメールで下記まで。
問・申 長浜テニス協会
　　   nagahamatennis@yahoo.co.jp

◆�奥びわ湖・山門水源の森「知ろう・
遊ぼう・守ろう」シリーズ

　第３回葉っぱのいろいろ(夏休み宿題編)
【と　き】 ８月３日(土)
 ９時30分～15時(解散予定)

【ところ】 奥びわ湖・山門水源の森
 (西浅井町山門)

【対　象】 小学生とその保護者、中学生

【定　員】 小学生６組(保護者同伴)、
 中学生若干人(先着順)

【参加費】 1,500円(小・中学生無料)
【持ち物】  雨具、お弁当、水筒、帽子、筆記用

具、ルーペ、図鑑など観察用具
【申込み】  ８月１日(木)９時までに①氏名(フリガ

ナ)②年齢③住所④電話番号をホー
ムページまたはＦＡＸで下記まで。

問・申 山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会
   　 (FAX７８－０３９５)
　     https://www.yamakado.net/

◆�ときわ亭キッズサマーキャンプ
参加者募集

【と　き】 ８月９日(金) ～11日(日・祝)
【ところ】 ときわ亭(常喜町) 
【内　容】  木工、土壁塗り、収穫体験、花

火、バーベキューなど
【対　象】 市内在住の小・中学生
【申込み】 詳細は下記まで。

問・申 特定非営利活動法人つどい　清
し

水
みず

　　  (☎０８０－１４９２－１９７０)

◆「介護職員初任者研修」受講募集
【と　き】 ９月９日(月)～12月18日(水)
 の期間中の24日間

【ところ】 アンタレス(加田町)ほか
【対　象】 研修の全過程を受講できる人
【定　員】 40人
【受講料】 43,200円(教材、実習費込み)
【申込み】  ７月１日(月)～９月６日(金)ま

でに申込用紙に必要事項を
記入のうえ受付場所へ。申
込用紙は青祥会ホームペー
ジよりダウンロードできます。

【受付場所】  アンタレス(加田町)、青浄苑
(加田町)などの青祥会施設

※ 申込みの際に運転免許証、健康保険
証等の本人確認資料が必要です。

※ 研修の全日程を受講し終了評価に合
格した人に、5,000円を返金します。

問・申 青祥会本部(☎６８－４１１４)

◆V
ビ ジ ョ ン

ision16�G
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uture!!
　～未来への扉を開こう!! ～
① 未来の自分プランナーめざして未来

年表を作ろう。
②エドテック(最先端教育)を体験しよう。
※マルシェも同時開催します。

【と　き】 ７月14日(日)９時20分～17時30分
【ところ】 リュートプラザ(難波町)
【対　象】 ①中学生②小学生(一般参加可)
【定　員】 ①75人②なし
【参加費】 ①1,200円②無料
【申込み】 ①電話で下記まで。
 ②直接会場へ。
問・申 (一社)長浜青年会議所
　　 (☎６３－２４００)

◆第６回交遊館まちなかふれあいコンサート
　～�オペラ歌手による音楽劇と地域合唱団の発表会～
音楽劇、絵本の朗読、地域で活動する合
唱団等の発表会を行います。

【と　き】 ７月14日(日) 14時～ (13時30分開場)
【ところ】 きのもと交遊館(木之本町木之本)
【入場料】 1,000円(中学生以下無料)
問 きのもと交遊館(☎８２－６３１１)

◆E
イ ン グ リ ッ シ ュ

nglishカフェ参加者募集
気楽に英語で交流しませんか。英語を使って
ゲームやフリートークを楽しみましょう。

【と　き】 ７月20日(土)13時～15時
【ところ】  多文化共生・国際文化交流

ハウスＧ
ジ オ

ＥＯ(神照町)
【定　員】 15人(先着順)
【参加費】 500円(お菓子・ドリンク付き)
【申込み】 ７月19日(金)までに電話で下記まで。

問・申 長浜市民国際交流協会
 　 　(☎６３－４４００)

◆子ども向け異文化理解講座２回講座
アフリカ・ジブチの国のことや世界とのつ
ながりを、ゲームやクイズで楽しく学びます。

【と　き】 ７月22日(月)10時～11時30分
 ７月29日(月)９時30分～11時

【ところ】  多文化共生・国際文化交流
ハウスＧＥＯ(神照町) 

【対　象】 市内在住の小学生(親子参加可)
【定　員】 30人
【参加費】 各回500円
【申込み】 ７月19日(金)までに電話で下記まで。

問・申 長浜市民国際交流協会
 　 　(☎６３－４４００)
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【と　き】 ７月27日(土)13時30分～15時
 (途中入退場自由)

【ところ】 町家レンタルスペース松橋(北船町）
【内　容】  三遊亭圓窓の生徒による圓

窓創作落語3席ほか
【入場料】 300円
※ 申込不要　
問 白扇落語会事務局
　 (☎０９０－８５６５－７５５８)

◆親子で楽しむ�クラシック名曲コンサート
　こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」

【と　き】 ７月27日(土)13時開演
【ところ】 湖北文化ホール(湖北町速水)
【入場料】 大人700円、小中学生300円
 当日は100円増し(未就学児無料)
問・申 長浜市民芸術文化創造協議会
　　  (長浜文化芸術会館内)
　　  (☎６３－７４００)

◆人形浄瑠璃「冨田人形」定期公演
　2019・夏公演

【と　き】 ７月28日(日)13時30分開演
【ところ】 リュートプラザ(難波町)
【入場料】  一般前売券1,000円、一般

夏・秋通し券1,500円、一般
前売券当日は200円増し(高
校生以下無料)

問・申 長浜市民芸術文化創造協議会
　　  (長浜文化芸術会館内)
　　  (☎６３－７４００)

◆大人のリトミック教室「おとみっく」

【と　き】 ７月９日(火)10時30分～11時30分
【ところ】 六荘まちづくりセンター(勝町)
【講　師】 中

な か

山
や ま

 ありか 氏
【定　員】 10人(先着順)
【参加費】 800円(初参加無料)
【申込み】 電話またはメールで下記まで。

問・申 Heart Train dai ～ dai ～ 村
むら

山
やま

　　  (☎０９０－４０３８－８８９９)
　　　  daidai.risa@gmail.com

◆�第４回すこやか健幸教室「こころもから
だも健康に自分らしくいきいきと」

地元「伊吹もぐさ」として全国的に知られ
ている“お灸”についての秘訣を解説し
体験していただく教室です。

【と　き】 ７月19日(金)14時～15時30分
【ところ】 六荘まちづくりセンター (勝町)
【講　師】 井

い

口
ぐ ち

 英
え い

知
い ち

 氏
【定　員】 20人程度
【参加費】 1,500円(当日支払、材料費含む)
【持ち物】 すそ、そでのめくれるゆるやかな服装
【申込み】  電話またはＦＡＸで下記まで。

問・申 鍼灸治療ここから　井口
　　  (☎／FAX５２－９００１)

◆体験教室「まが玉作り」
古代人のアクセサリーまが玉を作ろう。

【と　き】 ７月21日(日)10時～
【ところ】 浅井歴史民俗資料館(大依町)
【対　象】 子ども、一般
【定　員】 20人
【参加費】 500円
【申込み】 電話で下記まで。

問・申 浅井歴史民俗資料館(☎７４－０１０１)

◆夏休み自由研究講座
【と　き】 ７月24日(水)、25日(木)
 ９時30分～11時30分
 ※各日とも同一内容

【ところ】  滋賀県北部流域下水道事務所東
北部浄化センター (彦根市松原町)

【対　象】 小学生とその家族(保護者同伴)
【定　員】 各日10組程度(先着順)
【参加費】 無料
【申込み】 電話で下記まで。

７月の税・料
固定資産税・都市計画税 ２期
国民健康保険料(税) ２期
介護保険料 ２期
後期高齢者医療保険料 １期
安心で安全な口座振替を始めませんか。

講座・教室

催　し

募　集


