
平成24年に市指定の有形民俗文化
財になった丁石を確認しながら、松
尾寺山を登ります。
日時s8月3日（土）8時30分～13時
集合場所sいぼとり水広場（上丹生）
8時30分までにお集まりください。
参加費s大人300円、小人150円
持ち物s雨具、昼食、水筒、筆記用具
■問 鴨と蛍の里づくりグループ事務局　

1 55ー0708（田中）

8月5日（月）の｢長浜・北びわ湖大
花火大会｣に合わせ、クリスタルプラ
ザ展望研修棟を夜間無料開放します。
開放時間s18時30分～20時30分
開放場所sクリスタルプラザ展望研修棟
その他s事前申込不要・土足厳禁・
棟内での飲食不可

■問 湖北広域行政事務センター(業務課)
1 62ー7143 

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。
『旅館ホテルスタッフ技能講習』
日程s8月26日（月）～9月6日（金）

（土日を除く１０日間）
会場s大津市内のホテルほか　
申込締切s8月9日（金）必着
申込方法s専用申込用紙にて。
＊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

日頃、なかなか親子の時間が取と
れないひとり親家庭のみなさん、こ
の機会にぜひ親子で楽しいひと時を
過ごしませんか。参加を希望される
方は、下記までご連絡ください。
日時s7月28日（日）8時30分～17時
場所sびわ湖バレイ
（みんなでバスに乗って行きます）
■問 米原市母子福祉のぞみ会　

1 54ー2521（会長　福原）
子ども家庭サポートセンター　
1 55ー8112（山東庁舎）
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催し 長浜・北びわ湖大花火大会を
クリスタルプラザから見よう！

おしらせ シニア対象の講習会
＝受講料無料＝

楽しくて、脳にお得な健康づくりがいっぱい！！楽しくて、脳にお得な健康づくりがいっぱい！！
～今の自分の脳の力を知って、鍛えてみませんか？～

市では、県下で唯一脳の力を鍛える｢認知症予防プログラム｣を実施さ
れる自主グループ活動をすすめています。
最初に、現在の脳の健康チェックと活動(ウォーキング、パソコン、旅
行、料理)の説明を下記の日程で実施します。ぜひご参加ください。

＋＋ ＋ ＝

催し 母と子のいこいの広場
～ひとり親家庭のみなさんへ～

催し いぶき自然観察会
～醒井の松尾寺山の丁石

ちょういし

を訪ねて-

今月の表紙
中部西濃さつき審査会で
内閣総理大臣賞を受賞！！

＝訂正のお知らせとお詫び＝

ルッチプラザ夏祭り
「じゃんぐるっち」
8月3日(土) 10時～15時
昨年大好評の「ゆるキャラ大集
合」を今年も実施。湖北のゆるキ
ャラが勢ぞろい！図書館やデイサ
ービスセンターでのお楽しみコー
ナーのほか、駄菓子の販売、スー
パーボールすくい、映画上映、ロ
ビーコンサートなど、楽しみがい
っぱいです！
夏休みの1日をぜひ「じゃんぐ

るっち」でお楽しみください。

第3回ルッチプラザ
ピアノコンクール１次審査

10月27日(日) 参加料　3,000円
◆午前の部　10時30分～(予定)
◆午後の部　13時15分～（予定）
◆募集人数　45人
昨年度に引き続き、今年もピア
ノコンクールを開催します。この
コンクールで優秀賞を受賞された
方は、公開レッスンを受けた後、
1月19日(日)開催の金子三勇士ピ
アノコンサートに出演することが
できます。
詳しくは市役所各庁舎・各公民
館・ルッチプラザにある募集要項
をご覧ください。
申込受付▼
8月1日(木)～9月16日(月・祝)必着

※ただし、期間中でも定員に達した場
合は締め切りますので、ご了承くだ
さい。本選は11月23日（土・祝）
13時からです。●
■問 ルッチプラザ(長岡1050-1)
1 55－4550 5 55－4556

ルッチプラザニュース！

岐阜県大垣市で開かれた「さつき
花季展示会」に力強い幹で可憐な花
を咲かせた「大盃（たいはい）」を出
品された安田

や す だ

浩之
ひ ろ ゆ き

さん（加勢野在住）
が、最高賞の内閣総理大臣賞を受賞
されました。安田さんは、「愛好家の
方々にご指導を頂き
育てた結果がこの賞
につながり、大変感
謝しています」と話
されていました。と
ても立派な素晴らし
い作品ですね

広報まいばら7月1日号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。
●裏表紙　問　伊吹の天窓実行委員会
URL (誤) http://ibukinotnmado.com

(正) http://ibukinotenmado.com
●p20 (誤)法律相談　8月８日(木)やすらぎハウス(顔戸21-2)

(正)法律相談　8月８日(木)愛らんど(春照56)

参加者募集

■■申・■問 市福祉支援局(山東庁舎)  1 55－8110 5 55－8130

・血管や血液を良い状
態に保つ生活習慣

・好奇心を満たす活動
・人と関わる活動

脳
の
力
が

鍛
え
ら
れ
ま
す

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

日　　程

7月23日（火）

7月24日（水）

7月29日（月）

7月30日（火）

時　　間 会　　場

近江公民館

米原公民館

伊吹愛らんど

ルッチプラザ

午前10時～12時
※受付は、
午前9時30分から
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平成26年度から次の施設の事業運
営および施設管理にあたっていただ
く指定管理者を募集します。
対象施設s人権総合センター
（ソーシャル・キャピタルプラザ）
所在地s一色444番地
応募期限s8月30日(金)17時15分まで
選定委員会s9月に開催(申請書類、
プレゼンテーション、選定委員に
よるヒアリングにより選定)

申込方法s人権政策課または市公式ウ
ェブサイトで配布の応募用紙を下記
まで提出。

■問 人権政策課(米原庁舎)
1 52ー6629 5 52ー4539

人権総合センターの指定管理者を
選定するにあたり候補者選定委員を
募集します。
応募資格s市内在住・在勤または在
学の満20歳以上の方(平成25年9月
1日現在)。ただし、国・県・地方
公共団体の議員および常勤の公務
員の方や、候補者と利害関係のあ
る方は応募できません。

募集人員s2人(応募多数の場合は選
考)

申込期限s8月23日(金)17時15分まで
申込方法s人権政策課または市公式
ウェブサイトで配布の応募用紙を
下記まで提出。

■問 人権政策課(米原庁舎)
1 52ー6629 5 52ー4539

アイスクリームとシフォンケーキ
作りにチャレンジします。
日時s8月10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s1,000円
持ち物sエプロン、タオル、三角巾
申込締切s8月7日（水）
■問 一寸同志事務局

1 56-2255（直井
な お い

）

募集 指定管理者の候補者選定
委員を募集

募集 アクティブシニア交流会
「お菓子づくりに挑戦！」

募集 米原市人権総合センター
指定管理者を募集

■問 市健康づくり課(山東庁舎)  1 55－8105 5 55－2406

健診は受けた後が大切です。結果説明会に参加し、自分の身体の状態について確認しましょう。

結果説明会（６月に健診を受診された方）
持ち物　結果説明会案内チラシ、健康手帳、筆記用具、眼鏡（必要な方のみ）
受付時間　9時15分～9時30分
※結果説明会は、健診後にお渡ししたチラシに書いてある会場にお越しください。日程以外の会場にお越しの場合は、
事前に健康づくり課までご連絡ください。結果説明会は、１時間程度の予定です。

基本健康診査の後には、結果説明会に参加しましょう！基本健康診査の後には、結果説明会に参加しましょう！

人権に関する作品を募集します！
人権を尊重した楽しい家庭づくりや明るく住みよいまち
づくり、相手の気持ちを思いやることの大切さや実践を題
材としたものとします。
【一般の部】
①人権ポスターの部
四つ切り画用紙（縦書き・横書き、
画材は自由）を使用し、人権のメ
ッセージを盛り込んでください。
ただし、貼り絵や文字・絵等が貼
ってあるものは不可。

②人権標語の部　用紙・様式は自由
③人権手記の部　
400字詰め原稿用紙5枚以内

◆応募資格　　米原市内に在住・在勤の方
◆応募方法　「住所、氏名(ふりがな)、電話番号」を記入の
うえ、下記まで郵送または持参
◆応募締切　　9月13日(金)
◆表彰および発表　
優秀作品は、11月開催予定の人権作品表彰式で表彰し、
審査結果は優秀作品者のみに通知します。
＊作品は、自作・未発表のもので、一人１点に限ります。
＊入選作品の著作権は主催者に帰属し、応募作品は返却し
ません。
＊応募作品はさまざまな人権啓発の機会に使用します。
＊小・中学生の部は、学校を通した応募となります。
◆お問い合わせ・提出先　
米原市下多良三丁目3番地 米原市役所人権政策課
1 52－6629 5 52－4539
E-mail：jinsui@city.maibara.lg.jp

健診を受けた日結果説明会開催日 結果説明会場

伊吹保健センター
（伊吹健康プラザ
愛らんど内）

ゆめホール

山東B＆G海洋センター

６月１５日（土）
６月１６日（日）
６月１７日（月）
６月１８日（火）
６月１９日（水）
６月２３日（日）
６月２４日（月）
６月２５日（火）
６月２６日（水）
６月２８日（金）

７月３１日（水）
８月　１日（木）
８月　２日（金）

８月　５日（月）
８月　６日（火）

８月　６日（火）
８月　７日（水）

現在、基本健康診査お
よびがん検診の集団健診
を実施しています。まだ、
受診されていない方は、
５月末頃お届けしました
受診券等が入ったオレン
ジ色の封筒をご確認のう
え、忘れずに受診してく
ださい。
なお、がん検診は、ご

加入の健康保険に関係な
く、受診できます。事前
予約が必要ですので、ご
希望の方は、健康づくり
課までお申込みください。

基本健康診査および
がん検診実施中です！


