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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
　９月15日号 ： ８月13日(火)　 10月１日号 ： ８月28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

◆第２回滋賀県警察官採用試験
滋賀県警察では、警察官(大卒・高卒程
度)を募集しています。

【と　き】 一次試験：９月22日(日)
【ところ】  立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス(草津市野路東)
【受付期間】 ８月１日(木)～30日(金)
※�インターネットで申込は８月30日
(金)17時まで
※�詳細は、滋賀県警察のホームページ
をご確認ください。

問・申�滋賀県警察本部警務課採用係
　　��(☎０１２０－２０４－３１４)

◆�高齢者・しょうがい者くらしのあんしん
相談会および司法書士による相談会

【と　き】 ８月22日(木)９時～12時
【ところ】 湖北福祉ステーション(湖北町速水)
【内　容】  成年後見・権利擁護センター

職員等による権利擁護(成年後
見)、介護の個別相談会と司法書
士による相続・遺言無料相談会

【申込み】 不要
※�先着順に対応しますので、相談までに
お待ちいただく場合があります。

問�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)

◆行政相談をご利用ください
①８月13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
②８月15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
③８月22日(木)�９時～12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
④８月28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
⑤８月29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
※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】 ８月20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)�

◆�鹿
し か

野
の

竜
りゅう

靖
せ い

＆みのん会ジュニア＆
木之本塾生の箏

そ う

コンサート
テンポの速い、はつらつとした現代曲の
箏演奏をお楽しみください。

【と　き】 ８月10日(土)13時30分～
【ところ】 古民家「文

ふ

室
むろ

邸
てい

」
【参加費】 500円
【申込み】 電話で下記まで。

問・申�木之本塾　小
こ

森
もり

　　��(☎０９０－７１１０－９６２４)

◆平和の鐘を鳴らそう！
長浜ユネスコ協会では、「平和への祈りと願
い」を込めて大通寺の鐘をつきます。どなた
でも参加できますので、ぜひお越しください。

【と　き】 ８月15日(木)11時45分～12時30分
※鐘は11時50分からつきます。

【ところ】 長浜別院大通寺(元浜町)
※申込不要
問�生涯学習文化課(☎６５－６５５２)

◆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。

【と　き】 ８月24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】  ８月23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)

◆桂
かつら

華
か

紋
も ん

独演会
【と　き】 ８月25日(日)13時30分～15時
【ところ】 町家レンタルスペース松橋(北船町）
【内　容】 桂華紋による三席
【入場料】 予約1,500円(当日1,800円)
【申込み】 電話で下記まで。

問・申�白扇落語会事務局
　　��(☎０９０－８５６５－７５５８)

◆働く女子の世代間交流サロン臨湖女子会
日頃の悩みや雑談まで、多世代で気軽
におしゃべりしましょう

【と　き】 ８月25日(日)10時～12時
【ところ】 臨湖(港町)
【対　象】 女性(20歳以上)
【申込み】 電話で下記まで。

問・申�臨湖(☎６５－２１２０)

◆伊
い

藤
と う

真
ま

波
な み

講演会「あきらめない心」
絶望の淵から夢を実現された看護師ス
イマー伊藤真波さんによる講演会を開
催します。

【と　き】 10月６日(日)14時開演
【ところ】 長浜文化芸術会館(大島町)
【講　師】  伊藤�真波�氏(日本初片腕義

手の看護師、北京・ロンドン
パラリンピック競泳日本代表)

【入場料】  前売り�大人1,000円�高校
生以下500円

※当日券は大人1,300円、高校生以下700円
問・申�長浜文化芸術会館(☎６３－７４００)

◆不登校に関する講演会・座談会
【と　き】 ８月17日(土)13時～16時30分
� (開場12時30分)

【ところ】 びわ高齢者福祉センター (難波町)
【内　容】  １部�講演会「機嫌よく子育て

をするコツ」２部�座談会
【講　師】 田

た

中
なか

�洋
よう

輔
すけ

�氏
� (NPO法人�D

ド

.L
ラ イ ブ

ive代表理事)
【申込み】電話またはメールで下記まで。
※参加無料
問・申�cotton～こっとん～�藤

ふじ

田
た

　　��(☎０９０－５１３２－８４０５)
　　　 �chirp.0815.chirp@gmail.com

◆いきいき体験講座「大正琴」
数字で表した楽譜なので、はじめての人
でも楽しく弾けます。

【と　き】 ８月24日(土)10時30分～
� ８月31日(土)10時30分～

【ところ】 南郷里まちづくりセンター�(新栄町)
※申込不要、参加無料、楽器貸出無料
問�琴・四季の会　藤

ふじ

川
かわ

　�(☎０９０－６０７０－０６４０)
　�湖国ひとまちネット　藤

ふじ

井
い

　�(☎６３－９８２２)

◆噺家による落語指南講座
【と　き】 ８月25日(日)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】  参加者が落語を実演し、プロ

の噺家がアドバイスします。
【講　師】 桂�華紋�氏(上方落語協会)
【定　員】 ６人程度(先着順)
【受講料】 2,000円
【持ち物】 手ぬぐい、扇子(あれば)
【申込み】 電話で下記まで。
※経験、年齢不問
問・申�白扇落語会事務局
　　��(☎０９０－８５６５－７５５８)

◆体験教室「稲刈りをしよう」
【と　き】 ９月１日(日)10時～
【集合場所】 浅井歴史民俗資料館(大依町)
【対　象】 一般、子ども
【定　員】 20人
【参加費】 500円
【持ち物】 長袖、長ズボン、軍手、鎌(あれば)
【申込み】 電話で下記まで。

問・申�浅井歴史民俗資料館(☎７４－０１０１)

◆第３回子育て講習会
【と　き】 ９月７日(土)10時～11時30分
【ところ】 長浜赤十字病院(宮前町)
【内　容】  小児の一次救命処置(AED

の取扱い等含む)
【講　師】 赤十字幼児安全法指導員
【対　象】  乳幼児を育児中の両親および家族
【定　員】 50人
【申込み】  ８月30日(金)までに電話で

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

８月の税・料
国民健康保険料(税)� ３期
介護保険料� ３期
後期高齢者医療保険料� ２期
安心で安全な口座振替を始めませんか。

女性の悩み相談(要予約)
【と　き】�８月�17日(土)12時～16時
� ９月�５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
８・９月の診療日のお知らせ

【診療日】� �８月４日、11日、12日、18日、
25日、９月１日、８日、15日、
16日、22日、23日、29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)

不用品交換情報（７月11日現在）
◆ください（無料）
○掃除機○炊飯器○子ども用自転車(男の子用)
○オーブントースター○冷蔵庫○レコードプレー
ヤー○電動ミシン○扇風機○レゴブロック○室
内子ども用鉄棒○ハンドベルセット○グラウンド
ゴルフセット○電子レンジ○中型冷蔵庫○携帯
ラジオ○シーリングライト

◆あげます（無料）
○シーリングライト○布団用木綿わた○キャス
ター付椅子○室内用ジャングル○座布団(20枚)
○ホームコタツ○ファンシーケース○ソファー (2
人掛)○座椅子(2点)○クイーンサイズベット○ソ
ファー (3人掛)○扇風機○木製テレビ台○整理
タンス○洋服タンス○和タンス○衣類乾燥機
※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）

結婚相談
○市民交流センター(地福寺町)
　８月13日(火)、22日(木)　18時～20時
○湯田まちづくりセンター(内保町)
　８月23日(金)　18時～20時
○湖北まちづくりセンター(湖北町速水)
　８月22日(木)　18時～20時
○高月支所(高月町渡岸寺)
　８月７日(水)　13時～15時
○木之本まちづくりセンター(北部振興局内)
　８月22日(木)　15時～17時
○はごろもホール(余呉町中之郷)
　８月24日(土)　10時～12時
○西浅井まちづくりセンター(西浅井支所内)
　８月21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。

相　談

講座・教室

催　し

募　集


