情報ひろば
催

し

【内

容】	にぎわいテント村、 野外ス
テージ、ガラポン抽選会、振
る舞い(千人鍋、ポン菓子)、景
品付き餅まき、お花畑大作戦
(リース作りなど)
問 西浅井地域振興イベント実行委員会
(☎８９－０２８１)

◆きずな赤ちゃんイベント

①予防接種のおはなしとスケジューリング会
【と き】11月８日(金)、12月５日(木)、
13時30分～14時30分
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)
【対 象】乳児とその保護者
【持ち物】母子手帳、保険証、福祉医療受給券
※要予約、登録不要、参加無料
②マタニティ勉強会
【と き】11月11日(月)、12月２日(月)
13時30分～14時30分
「赤ちゃんの沐浴」
11月25日(月)、12月16日(月)
13時30分～14時30分
「赤ちゃんとの暮らし」
【ところ】まちのほけんしつ(平方町)
【対 象】安定期の妊婦
【持ち物】母子手帳
※要予約、登録不要、参加無料
問・申 まちのほけんしつ(☎６８－３２１５)

◆パトス四重奏団
～４人の魂が織りなすピアノ四重奏～

【と

き】11月14日(木)18時30分～
(開場18時)
【ところ】木之本スティックホール
(木之本町木之本)
【内 容】	若き精鋭たちで結成された
ピアノ四重奏団の木之本公
演が実現 ブラームス：ピア
ノ四重奏曲第１番、フォーレ：
ピアノ四重奏曲第１番ほか
【入場料】一般1,000円
シニア(60歳以上)700円
【申込み】当日までに電話で下記まで。
問・申 木之本スティックホール
(☎８２－２４１１)

◆オリンパス×長浜ローカルフォト写真展
「長浜の匠とまちと季節の彩り」
なかふじ

◆
「びょういんの参観日」～知ってほ
しい長浜病院ってこんなところ～

たけひこ

写真家 中藤 毅彦 氏と市民団体「長浜
ローカルフォト」メンバーらによる撮影
写真の展示。長浜のまち並みや伝統工
芸の匠等18点を展示します。
【と き】11月９日(土) ～13日(水)
10時～16時
(最終日は12時まで)
【ところ】ギャラリー楽座(元浜町)
※11月９日(土)14時30分～中藤 毅彦
氏のトークイベントを開催します。
※入場無料
問 長浜ローカルフォト事務局
(☎６５－６５２５)

◆2019年奥びわ湖水の駅まつり

【と き】11月10日(日)10時～15時
【ところ】道の駅・塩津街道あぢかまの里
(西浅井町塩津浜)

●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
12月15日号 ： 11月12日(火) １月１日号 ： 11月25日(月)
●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。

【と き】11月23日(土・祝)10時～14時
【ところ】市立長浜病院(大戌亥町)
【内 容】親子で巡る院内ツアー
(小学生対象、親子で25組、要予約)
体験・展示コーナー (看護師体験等)
健康測定ブース(骨密度測定等)
ミニ演奏会
【申込み】電話で下記まで。
※参加無料。詳細はホームページで。
問・申 市立長浜病院経営企画課
(☎６８－２３２５)

◆長浜北星高等養護学校 冬の販売会

【と き】11月23日(土・祝)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 苗と葉ぼ たんの 寄植
え、木製フラワースタンド、木

製ベンチ、素焼き園芸鉢、陶製
鉢カバー (中・小)、土鍋、さき
織り鍋つかみ、さき織りサコッ
シュ、草木染大判風呂敷 ほか
※商品持ち帰り用の袋、かご等を持参ください。
問 長浜北星高等養護学校
(☎６２－０９３０)

◆認証30周年記念第16回チャリティー茶会

【と き】11月26日(火)10時～15時
【ところ】北びわこホテルグラツィエ(港町)
【内 容】香煎席、薄茶席、点心席
【参加費】4,000円(点心付き)
【申込み】	国際ソロプチミスト長浜会員
またはホテルフロントまで。
※当日券もあります。
きたがわ
問・申 国際ソロプチミスト長浜 北川
(☎６３－２４７７)

◆落語愛好家による「天狗寄席」

【と き】11月30日(土)13時30分～15時
【ところ】レンタルスペース松橋(北船町)
【内 容】	市内在住の落語愛好家によ
る落語会
※申込不要、入場無料
問 白扇落語会事務局
(☎０９０－８５６５－７５５８)

講座・教室
ハ

ー

ト

ト

レ

イ

ン

◆ＨｅａｒｔＴｒａｉｎ講座

①大人のリトミック教室「おとみっく」
音とリズムを使った脳トレ＆身体活動
【と き】11月12日(火)10時30分～11時30分
りセンター (勝町)
【ところ】六荘まちづく
なかやま
【講 師】中山 ありか 氏
【定 員】10人(先着順)
【参加料】800円(初参加無料)
②ヨガ教室
【と き】11月28日(木)10時30分～11時30分
りセンター (勝町)
【ところ】六荘まちづく
こ み やま かず こ
【講 師】小宮山 和子 氏
【定 員】15人(先着順)
【参加料】500円

≪共通事項≫
【と き】11月27日(水)13時30分～
電話またはメールで下記まで。
【申込み】
【ところ】滋賀文教短期大学(田村町)
ハ ー ト
ト レ イ ン ダ イ
ダ イ
むらやま
たちばな な ゆ み
問・申 Heart Train dai ～ dai ～ 村山
【講 師】子ども学科講師 橘 那由美 氏
（☎０９０－４０３８－８８９９）
※受 講料無料。講座の締切や申込方法に
daidai.risa@gmail.com
ついてはホームページで。
ホームページ▶

◆料理に挑戦してみよう「男の料理教室」

【と

問・申 滋賀文教短期大学 (☎６３－５８１５)
き】11月14日(木)、12月12日(木)、
１月16日(木)、２月13日(木)、
３月12日(木) ９時30分～ 12時
◆年末調整説明会
【ところ】神照まちづくりセンター (神照町) 【と き】①11月27日(水)②11月28日(木)
13時30分～15時30分
【定 員】15人(先着順)
【ところ】 ①木之本スティックホール
【参加費】9,000円(全５回)
(木之本町木之本)
【持ち物】エプロン、三角巾、タオル
②長浜文化芸術会館(大島町)
【申込み】11月7日(木)までに電話で下記まで。
かなざわ
問・申 一休会 金澤(☎６２－４８５７)
※事前に税務署から案内が届いている場
合は送付している書類を持参ください。
※
②にお車でお越しの際は、豊公園駐車場
◆「大切な命を守りたい」妊娠・出産・
(３時間以内無料)をご利用ください。
子育て、大切な家族を守るセミナー
問
身近に存在する放射能の現状と問題点、見
長浜税務署法人課税第１部門(源泉担当)
(☎６２－６１９２)
えないものから身を守るための講座です。
【と き】11月16日(土)10時～12時30分
(受付９時30分～ )
◆消費税軽減税率制度説明会
※終了後、質疑応答、昼食、質問会
【と き】①11月27日(水)②11月28日(木)
15時40分～16時10分
「ままの手」
なごみ
【ところ】助産院
【ところ】 ①木之本スティックホール
(新庄中町)
(木之本町木之本)
「内部被ばくを考える会」
【講 師】
かわ ね
しん や
②長浜文化芸術会館(大島町)
代表 川根 眞也 氏
※②にお車でお越しの際は、豊公園駐車場
【参加費】1,500円(高校生以下無料)
(３時間以内無料)をご利用ください。
※子ども同伴可、
マクロビ弁当あり
問 長浜税務署法人課税第１部門(法人担当)
(要予約680円)
(☎６２－６１９０)
【申込み】電話またはメールで下記まで。
あんどう
問・申 助産院
「ままの手」なごみ 安藤
(☎０９０－１６７８－０８５９)
◆魚のさばき方教室
himehimeandyoshi@gmail.com 【と き】11月28日(木)14時～16時
【ところ】近江公民館(米原市顔戸)
さ えき かず や
◆メンタルコーチ 佐伯 和也 氏子育て講演会 【定 員】10人(定員を超えた場合は抽選)
【と き】11月24日(日)10時～12時30分 【対 象】長浜市・米原市在住の人
【ところ】びわ高齢者福祉センター (難波町) 【参加費】1,000円(材料費、保険料含む)
【内 容】講演会テーマ「人生脚本」
【申込み】11月１日(金) ～12日(火)16時まで
に電話またはメールで下記まで。
【参加費】3,000円(高校生以上)
問・申 長浜地方卸売市場(☎６３－４０００)
【申込み】電話またはメールで下記まで。
ふじ た
問・申 cotton ～こっとん～ 藤田
nagasijo@mx.bw.dream.jp
(☎０９０－５１３２－８４０５)
chirp.0815.chirp@gmail.com
◆第４回ふれあい講座「太極拳体験講座」
太極拳と呼吸法を無理なく楽しく体験
◆第６回「ボランティア養成講座」 できます。お気軽に参加ください。
～お米を原料にした手作りおやつ～ 【と き】12月１日(日)10時～12時

【ところ】長浜市民交流センター
(地福寺町)
【講 師】日本太極拳連盟Ａ級指導員
か わ い あき こ
４段資格者 川合 章子 氏
【定 員】30人(先着順)
【持ち物】タオル、飲み物、上靴
【申込み】	11月30日(土)までに電 話ま
た直接下記まで。
※参加無料。運動ができる服装でお越しください。
問・申 長浜市民交流センター
(☎６５－３３６６)

◆介護福祉士国家試験対策公開講座
「全国統一模擬試験」

【と

き】12月４日(水)、５日(木)
10時～16時(オリエンテーション含む)
※両日とも試験内容は同じです。
【ところ】特別養護老人ホームアンタレス
(加田町)
【定 員】40人(先着順)
【受講料】4,455円
【申込み】11月25日(月)までに電話で下記まで。
問・申 青祥会法人本部(☎６８－４１１４)

募

集

◆自衛官募集

【募集種目】高等工科学校生徒
【募集資格】15歳以上17歳未満の男性
【受付期間】推薦：11月１日(金) ～ 29日(金)
一般：11月１日(金) ～１月６日(月)
【申込み】	右 記ＱＲコードよりメールで
お申し込みください。
問・申 自衛隊彦根地域事務所

(☎０７４９－２６－０５８７)

相

談

◆無料相続セミナー＆個別相談会
司法書士、税理士、土地家屋調査士、行
政書士が相続に関するセミナーを行い
ます。また、相続、遺言、不動産、税金等
について無料で相談をお受けします。
【と き】11月16日(土)
相続セミナー：10時～12時
個別相談会：13時～16時
※いずれも予約優先

不用品交換情報（10月11日現在）

有料広告欄

◆ください（無料）

○大人用自転車○子ども用自転車○整理タンス○洋服タンス○地
デジ対応テレビ○グラウンドゴルフ用品○炊飯器○ベビーゲート○
植木鉢(大)○チャイルドシート○掃除機○ホットカーペット○掛け
布団○室内用鉄棒

◆あげます（無料）

○夏・冬用座布団(各10枚)○食器棚(大)○土鍋○ぬか漬けつぼ○
漬物石○ゴルフセット○ハイザー○テレビ台○毛糸(手芸用)○盆栽
鉢
※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）
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