
ハワイで生まれ育った斧華子先生
による楽しい英会話教室の参加者を
募集します。英語を話すことに慣れ、
表情豊かに、また、初対面の外国人
と長く話すコツなどを教えます。
日時s9月13日(金)、20日(金)、27日(金)
いずれも19時～20時
会場s人権総合センター（S・Ｃプラザ）
定員s20人（中学生以上の米原市民）
受講料s一般1,000円、高校生以下無料
申込締切s開催日の前日まで
■■申・■問 人権総合センター

1 54ー2444 5 54ー3033

市では、農村環境を守り、計画的
な整備を進めるため、平成26年3月の
策定を目標に農業振興地域整備計画
の見直し作業を行っています。
農業振興地域整備計画は、農業振

興の整備に関する法律に基づき、米
原市の10年後の農業の振興や計画的
な農業農村の整備、優良農地の確保
と有効利用のための計画です。
今回の計画の見直し期間中（11月

中旬～翌年3月までの予定）は農用地
区域の変更（除外）手続きはできま
せんのでご了承ください。
■問 市農政課（伊吹庁舎）

1 58ー2228 5 58ー1719

金星交響楽団のセロ弾きのゴーシ
ュは、町はずれの水車小屋にひとり
で暮らしています。
ひとりぼっちのゴーシュが、動物

たちと関わる中で得たセロの腕と、
誰かと心を通わせる嬉しさや温かさ
を表現します。
日時s11月10日(日) 14時～
場所sルッチプラザ・ベルホール310
チケット▼
一般：前売1,500円、当日2,000円
高校生以下：前売、当日とも1,000円
友の会会員はそれぞれ500円引き
■■申・■問 ルッチプラザ

1 55ー4550 5 55ー4556

小規模な事業所でITを活用した事業
を行う個人や事業者（SOHO事業者）
の活動拠点として設置している賃貸
オフィススペース５区画分の入居者
を募集します。
応募資格s① ITを活用した事業を行
うSOHO事業者で、創業後５年を
経過していない方
② ①に該当する者を支援するため、
知事が適当と認める事業を行う方

入居開始可能日s１０月１日(火)
入居期間s３年以内
申込期限s８月30日(金)17時15分まで
申込方法s滋賀SOHOビジネスオフ
ィスホームページで配布の応募用
紙を下記まで提出

■問 滋賀県商工観光労働部中小企業支援課
1 077ー528ー3733
滋賀県米原SOHOビジネスオフィス
1 52ー9200
URL ｈttｐ://ｗｗｗ.soho-shiga.jp/

今年で5回目を迎える音楽祭。全国
から素晴らしいミュージシャンたち
が集まり、様々なジャンルの音楽を
聴かせてくれる珍しい音楽祭です。
特産品販売やフードコート、フリ

ーマケットも同時開催予定！
日時s9月14日(土)11時～20時30分

9月15日(日)10時～16時
場所s伊吹薬草の里文化センター
芝生広場およびグロウブステージ
（雨天の場合は、ジョイホール）
チケット▼
1日券2,000円、2日券3,000円
（米原市民のみ2日間で500円）
申込締切s8月31日(土）
■■申・■問 薬草の里文化センター

1 58ー0105 5 58ー0296

スペイン料理のプロに、「パエリア」
作りのコツを教えてもらいます。色
鮮やかなパエリア作りに挑戦してみ
ませんか。
日時s9月14日(土)13時～16時予定
会場sルッチプラザ　１階　調理室　
定員s15人（老若男女問わず）
参加費s1,500円
持ち物sエプロン、タオル、三角巾
申込締切s9月7日(土)
■■申・■問 一寸同志事務局

1 56ー2255（直井
な お い

）

はじめて点字と出会われる方、点
字をもう一度じっくり覚えてみたい
方、パソコンを使って点訳を実際に
体験したい方など点字に興味のある
方は、ぜひご参加ください。
期間s9月7日(土)～10月26日(土）
＊10月19日(土)を除く各土曜日に7
回開講。

＊3時間×7回（いずれも9時30分開
始）

会場s滋賀県立盲学校（彦根市西今
町800）

募集定員s先着30人
受講料s3,500円（初級コースのみ教
材費1,200円別途必要）

講座内容▼
①初級コース…簡単な文章が読み書
きできるようになります。

②中級コース…パソコンによる点訳
の基礎が身に付きます。

③応用コース…パソコンで点字の図
形を描き、絵としての点図の面白
さにふれます。

受付期間s8月30日(金)17時まで
＊平日の9時～17時
＊8月14日(水)～16日(金)除く
申込s下記までお電話でお申し込み
ください。

■■申・■問 「点字の世界」運営委員会
1 0749ー22ー2321
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おしらせ 米原市農業振興地域整
備計画の全体見直し

募集 
入居者を募集
滋賀県立米原SOHO
ビジネスオフィス

おしらせ 公開講座「点字の世界」
(初級・中級・応用)開催

催し 
宮沢賢治原作の童話
「セロ弾きのゴーシュ」を
ミュージカルで！

催し 伊吹山音楽祭2013

募集 年代を超えて英語で話そう
「Hanakoの英会話教室」

募集 
アクティブシニア交流会
「スペイン料理パエリヤに
挑戦」参加者募集！！

＝訂正のお知らせとお詫び＝
「みんなにわかるみんなのまいばら予
算2013」に次の誤りがありました。
下記のとおり訂正しお詫びします。

Ｐ46 第6章人件費の状況　１一般会計総額
【誤】米原市一般会計予算 290億5,007万円
【正】米原市一般会計予算 169億3,415万円
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研究科で次のとおり学生を募集します。
募集人員（一般入試）▼
学校教育専攻（学校教育、環境、
情報各専修）10人
障害児教育専攻　３人
教科教育専攻（国語、社会科、数
学、理科、音楽、美術、保健体育、
技術、家政、英語各専修）32人

出願期間s8月19日(月)～23日(金)17時必着
試験日時s9月7日(土）
その他s出願書類等は請求により送
付します。出願資格など詳しくは
下記までお問い合わせください。

■問 滋賀大学大学院教育学研究科
入学試験係　
1 077ー537ー7711
5 077ー537ー7840

社団法人歯の衛生協会の創立50周
年を記念して、50年間の歯科保健推
進活動を振りかえる各種発表のほか、
医師で作家の鎌田

か ま た

實
みのる

先生による特別
講演を行います。参加は無料です。
ぜひご来場ください。
日時s8月25日(日)13時30分～16時
場所sピアザ淡海　滋賀県立県民交
流センター２階ピアザホール

■問 (社）歯の衛生協会事務局　
1 077ー523ー2787  
5 077ー523ー2788

滋賀大学経済学部の学園祭「滋大
祭」の出店者を募集します。
日時s11月2日(土)、3日(日）
10時～16時（受付9時～）
場所s滋賀大学経済学部（雨天は体育館のみ）
区画s1区画当たり屋内縦3ｍ×横3
ｍ、屋外縦4ｍ×横3ｍ

募集区画s各日ともに屋内60区画、
屋外50区画（定員に達し次第締切）

出店料金s1区画1日500円、両日700円
申込期間s9月10日(火)まで
申込sインターネット、郵便または
電話で下記まで。

■問 〒522-8522
彦根市馬場1-1-1滋大祭実行委員会　
フリーマーケット担当
1 0749ー27ー1137
＊8月23日(金)までの土日を除く
10時～16時

URL ｈttｐ://shidaisai-official.jimdo.com/

55歳以上の県内在住者で、就業を
希望しハローワークで求職登録され
ている方を対象に、次の講習会を開
催します。
詳細は、ハローワークにあるチラ

シをご覧ください。
■マンション管理員技能講習
日程s9月12日(木)～27日(金）
＊土日を除く10日間13時～17時
会場s連合会事務所会議室
（大津市逢坂1-1-1）
申込締切s9月2日(月）必着
申込方法s所定の申込用紙にて
＊申込後、受講者選考面接あり
■問 滋賀県シルバー人材センター連合会

1 077ー525ー4128
5 077ー527ー9490

児童・生徒が学習で制作した絵画
や焼き物などを展示します。
日時s8月30日(金)～31日(土)
10時～21時、31日は19時まで
場所sアル・プラザ長浜 1階
セントラルコート
ぜひ、ご来場ください。
■問 滋賀県立長浜養護学校　

1 63ー9721  

滋賀県では、「ポイ捨てごみのない
美しい湖国滋賀」の実現を目指して
います。これらの啓発と意識の高揚
を図るために、県内在住・通勤・通
学の方から標語・ポスター図案を募
集します。
募集内容sごみの散乱防止、減量化、
再資源化等ごみと環境美化に関す
る標語・ポスター

対象者s県内在住・通勤・通学の方
応募方法▼
・標語は、はがきの裏面に記入。
・ポスターは、四つ切り画用紙
（38.0cm×54.0cm）にて。文
字・色彩は自由。

提出先s下記の問い合わせ先まで。
締切s9月26日(木）（当日消印有効）
審査・表彰▼
最優秀賞1点、優秀賞5点、佳作数点
を選定し、表彰します。

注意事項など▼
・作品は未発表のもので、自主制作
したものに限る。

・住所、氏名、年齢および学校名・
学年（児童・生徒・学生の場合）
を明記すること。（ポスター図案に
ついては裏面に記入）

・入賞作品は、キャンペーン等に活
用させていただきます。その際、
氏名、学校名、学年など表示する
ことがありますのでご了承くださ
い。

・入賞作品の著作権は主催者に帰属
し、また応募作品は返却しません。

■問 滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課
循環調整担当
〒520-8577大津市京町４丁目1-1
1 077ー528ー3471
5 077ー528ー4845
df00@pref.shiga.lg.jp

長浜市民病院では次のとおり公開
講座を開催します。(参加無料)
日時s９月５日(木)17時30分～19時
場所s市立長浜病院本館2階　講堂
テーマs肺がんの早期発見と予防など
講師s呼吸器外科責任部長 田久保康隆
氏など
＊どなたでも参加いただけます。
■問 市立長浜病院がん相談支援センター

1 68ー2354 5 65ー2730

募集 滋大祭フリーマーケット
出店者募集

おしらせ 歯の衛生協会記念式典

おしらせ シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

おしらせ 第16回
長浜養護学校作品展

募集 ごみ減量化と環境美化に
関する標語・ポスター図案募集

催し 市立長浜病院公開講座
<がん・緩和ケアシリーズ第３回>

募集 
平成26年度滋賀大学
大学院教育学研究科
（修士課程）学生募集

今月の表紙
高校生による邦楽コンサート
7月20日(土)にルッチプラザで、

琴や尺八を使った高校生によるロビ
ーコンサートが開催されました。
伊吹高校と長浜北星高校の筝曲部、
大津高校邦楽部の３校の生徒たちが
参加。最初は、「初めてのコンサート
で、少し緊張気味」と話されていま
したが、みなさん堂々と演奏し、観
客を魅了しました。
「練習どおり、バッチリでした！」と
話す生徒さ
んの笑顔が
印象的でし
た。今後の
活躍を期待
しています。


