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◆マリンレジャーでのお約束
マリンレジャーは楽しいばかりではな
く、多くの危険が潜んでいます。以下の
注意事項を守り、楽しみましょう。
①疲労時や飲酒時の遊泳はしない。
②小さなお子さんから目を離さない。
③�船やボートに乗る時は、大人も子ども
も必ずライフジャケットを着用する。

④�海で事件・事故に遭遇したら、海の
緊急ダイヤル118番に通報する。

問�敦賀海上保安部
　�(☎０７７０－２２－４１７９)

◆不正改造は犯罪です
７月は「不正改造車を排除する運動」の強
化月間です。不適切なライトの色や、運
転手席、助手席の窓ガラスへの着色フィ
ルムの貼り付けなど、不正改造車を見か
けたら下記まで情報をお寄せください。
問�滋賀運輸支局
　�(☎０７７－５８５－７２５２)

◆至近距離クラシックライブ
ヴァイオリンとピアノの迫力のある演奏を、
至近距離で聴くことができるライブです。

【と　き】�７月21日(日)14時～15時30分
【ところ】�臨湖(港町)
【参加費】�1,000円(中学生以下無料)
※お子さん連れでの参加可。
問�臨湖(☎６５－２１２０)

◆水とロマンの祭典
【と　き】�７月27日(土)９時～14時30分
【ところ】�尾上漁港一帯(湖北町尾上)
【内　容】� �びわ湖遊覧タクシー、真夏の

ステージ、稚魚の放流、親子
魚つり体験、夏グルメ、模擬
店、フリーマーケット等

問�水とロマンの祭典実行委員会事務局
　�(☎７８－１２８７)

◆第39回歌声サークル「みんぐる」
【と　き】�７月27日(土)18時～20時
【ところ】�神照まちづくりセンター(神照町)
【内　容】� �多種多様の楽器演奏で昭和

歌謡や唱歌、フォークソング
を皆さんで歌います。

【参加費】�500円(飲み物付き)
※申込不要
問�歌声サークル「みんぐる」�吉

よし

田
だ

　�(☎０８０－４０１１－９１８３)

◆ねこねこねこのろうどくかい
【と　き】�７月28日(日)
� 13時30分～15時30分

【ところ】�神照まちづくりセンター(神照町)
【内　容】� �猫をテーマにした小説、エッセ

イ、童話、絵本などを集めました。
※入場無料
問�朗読ことのは　田

た

中
なか

(☎８５－３７９１)

◆夏休み親子市場見学会
【と　き】�８月３日(土)７時15分～９時15分
【ところ】�長浜地方卸売市場(田村町)
【内　容】� �卸売場、セリ場などの施設見

学、-20℃冷蔵庫入庫体験、
魚・果物の試食

※参加者全員に記念品進呈
【対　象】� �市内および米原市在住の小学

生と保護者(未就学児参加不可)
【定　員】�20組40人(応募多数の場合抽選)
【申込み】� �７月23日(火)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)
　　　 �nagasijo@mx.bw.dream.jp

◆ボーイスカウト体験会(自然体験の日)
　「長浜城を守れ! ！ -忍者 風鈴一族の力-」

【と　き】�８月４日(日)10時～13時
【ところ】�豊公園(公園町)
【内　容】� �長浜城～市街地をゲームし

ながらハイキングします。
【対　象】�小学生(対象以外の人応相談)
【定　員】�18人
【参加費】�500円(保険料含む)
【申込み】�電話またはメールで下記まで。

問・申�日本ボーイスカウト滋賀連盟事務局
　　��(☎０７７－５２２－３６８１)
　　　 �bsshiga@ex.bw.dream.jp

◆ハンドメイドマルシェ
【と　き】�８月11日(日・祝)10時～14時
【ところ】�長浜サンパレス(八幡中山町)
【内　容】� �手作り品(アクセサリー、バック、

子ども服など)の販売、ハーバリウ
ム、歯固めジュエリー、つまみ細工
などを手作りできる教室、カフェ
やスーパーボールすくいなど。

問�長浜サンパレス(☎６４－１４４４)

◆平和祈念滋賀県戦没者追悼式
【と　き】�８月31日(土)10時～
【ところ】�ウカルちゃんアリーナ
� (大津市におの浜)

【定　員】�100人(応募多数の場合抽選)
【申込み】� �７月26日(金)までに郵送(消

印有効)、ＦＡＸまたはメール
で下記まで。

問・申�滋賀県健康福祉政策課
　　��(☎０７７－５２８－３５１４)
　　��(FAX０７７－５２８－４８５０)
　　　 �ea0003@pref.shiga.lg.jp

◆ヨガ教室
【と　き】�７月25日(木)
� 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】�小

こ

宮
み

山
やま

�和
かず

子
こ

�氏
【定　員】�15人(先着順)
【参加費】�500円
【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

◆観音の里歴史民俗資料館友の会
　連続講座　第一回

【と　き】�７月27日(土)13時30分～
【ところ】�高月まちづくりセンター
� (高月町渡岸寺)

【内　容】� �「近江の曳山」と題し、曳山ま
つりの始まりや、高月町にも
存在した曳山の解説と、曳山
まつりが北陸地域に与えた
影響などについてわかやすく
解説します。

【講　師】�森
もり

岡
おか

�榮
えい

一
いち

�氏(曳山博物館学芸員)
【受講料】�500円(友の会会員は無料)
※当日受付
問�高月観音の里歴史民俗資料館
　�(☎８５－２２７３)

◆農業セミナー
【と　き】�７月27日(土)10時～12時
� (受付9時30分～ )

【ところ】�虎姫生きがいセンター(宮部町)
【内　容】�長浜農業高校による活動発表
※申込不要、入場無料
問�(一財)昭和興農会　馬

ば

場
ば

　�(☎０９０－３７２９－９８８９)

◆親子で学ぼう　茶のこころ
親子で抹茶を心静かにいただき、日本
独特の礼儀作法を体験しませんか。

【と　き】�７月28日(日)13時30分～
【ところ】�木之本塾(木之本町木之本)
【参加費】�300円
【申込み】�電話で下記まで。

問・申�木之本塾　二
にの

宮
みや

　��　(☎０９０－１０７２－７８３７)

◆「ボランティア養成講座」第２回
　～楽しく学ぼう人権のイロハ～

【と　き】�７月31日(水)13時30分～
【ところ】�滋賀文教短期大学(田村町)
【講　師】�今

いま

井
い

�知
とも

春
はる

�氏
� (子ども学科非常勤講師)

【受講料】�無料
※�講座の締切や申込方法については下
記ホームページまで。
　　　　滋賀文教短期大学
　　　　ホームページ　▶
問・申�滋賀文教短期大学(☎６３－５８１５)

◆成年後見講座　第２回
【と　き】�８月１日(木)
� 13時30分～15時30分
※�個別相談会13時30分～16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】�基礎からわかる成年後見講座
【講　師】�村

むら

田
た

�才
さい

司
じ

�氏(おうみ後見ネット)
【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)

◆夏休み親子水道教室
親子で楽しく水道を学んでみませんか。

【と　き】�８月３日(土)13時～16時
【ところ】�長浜水道企業団(下坂浜町)
【内　容】� �浄水場見学、プランクトン観

察、ろ過装置作り、応急給水
体験など

【対　象】�市内在住の小学生と保護者
【定　員】�20組(先着順)
【持ち物】�空の500mlペットボトル２本
【申込み】� �７月31日(水)までに電話また

はメールで下記まで。
※参加費無料
問・申�長浜水道企業団(☎６２－４１０１)
　　　 �nagasui@hera.eonet.ne.jp

◆歴史講座「湖北の戦争遺跡」
【と　き】�８月４日(日)13時30分～
【ところ】�浅井図書館(大依町)
【講　師】�伊

い

庭
ば

�功
いさお

�氏
� (滋賀県立安土城考古博物館学芸員)

【対　象】�一般
【定　員】�50人
【受講料】�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)

◆健康教室
【と　き】�８月８日(木)13時30分～
【ところ】�湖北医療サポートセンター
� (メディサポ)(宮司町)

【テーマ】� �お酒との正しいつきあい方と
依存症

【講　師】�滋賀県立精神医療センター
� 精神科　部長　濱

はま

川
かわ

�浩
ひろし

�氏
※申込不要、参加無料。
問�湖北医師会(☎６５－３６００)

◆大人のための韓国語・英会話入門講座
【と　き】�韓国語：８月８日(木)
� 19時30分～20時30分(毎週木曜)

� 英会話：８月８日(木)
� 19時30分～20時30分(毎週木曜)

【ところ】�臨湖(港町)
【内　容】� �韓国語：ハングルの読み書き

から挨拶、自己紹介、基礎会
話を学びます。

� �英会話：中学校１年生レベ
ルの文法を中心に基礎会話、
旅行会話を学びます。

【定　員】�各15人
【受講料】�6,000円(全８回)
※�別途テキスト代韓国語：2,000円、
　英会話：1,000円

【申込み】�電話で下記まで。
問・申�国際文化交流協会

　　��(☎０９０－６４８９－２３０３)

◆観光ガイド募集
長浜を訪れる観光客と一緒に市内をめ
ぐるガイド活動に参加しませんか。メン
バーは随時募集中です。
問・申�長浜観光ボランタリーガイド協会
　　��(☎６５－０３７０)

◆ 海上保安大学校・海上保安学校
学生採用試験

海上保安大学校
【１次試験】�10月26日(土)、27日(日)
【受付期間】�８月22日(木)～９月２日(月)
※郵送、持参の場合は８月26日(月)まで。
海上保安学校

【１次試験】�９月22日(日)
【受付期間】�７月16日(火)～７月25日(日)
※郵送、持参の場合は７月18日(木)まで。
※資格申込方法等詳細は下記まで。
問・申�大阪海上保安監部管理課
　　　(☎０６－６５７１－０２２１)

有料広告欄

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
　９月１日号 ： ７月24日（水）　 ９月15日号 ： ８月13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。

お知らせ

講座・教室

催　し

募　集


