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区分 日時・場所

おひざでだっこの
おはなしかい　　
＊絵本の読み語り、
　手遊びなど

赤ちゃんと
保護者向け

６日㈬・23日㈯ 11:00～11:30　　 ７日㈭ 10:30～11:00
７日㈭・８月４日㈭ 10:30～11:00　 13日㈬ 10:30～11:00
６日㈬・８月３日㈬ 11:00～11:20　 15日㈮ 10:30～10:50

おはなし会
絵本の読
み語りなど

毎週土曜日14:30～15:00　 毎週土曜日15:00～15:30
毎週土曜日14:30～15:00　 毎週土曜日11:00～11:30
16日㈯・23日㈯・30日㈯ 15:30～16:00  ２日㈯・９日㈯・23日㈯ 11:00～11:30

かみしばい ９日㈯ 15:30～16:00「おにぎりおにぎり」「おんぶおんぶ」

えいが会

こども向け

10日㈰ 14:00から「双子の星」（26分）
24日㈰ 14:00から「ハウルの動く城」（119分）
16日㈯ 14:00から「すいかのたね」（28分）
２日㈯ 15:30から「キツネどんのおはなし　ピーターラビットとなかまたち」（28分）

おとな向け

９日㈯ 13:30から「慕情」（102分）
10日㈰ 14:00から「盲導犬クイールの一生」（96分）
９日㈯ 14:00から「東京物語」（135分）
９日㈯ 14:00から「萌の朱雀」（95分）

企画展示など

展示
光と自然をつむぐ作家たち～ナカガワトモヨシ展　10日㈰まで
あいとう和楽作品展　23日㈯～８月14日㈰

そのほか

キャンドルナイトコンサート　８日㈮ 19:00から
　 わらべうたであそぼ！ 23日㈯10:15から（ ０～２歳）10:50から（ ３歳以上）（申し込み必要）
第２回永源寺寄席　３日㈰ 13:00から
ハッチョウトンボ観察会　31日㈰ 10:00から　 20人 （申し込み必要）

７月の

図書館
　先天性の色弱者である著
者が、色弱のメカニズムや
色弱者の色の見え方などを
分かりやすく解説。
　これまでの人生でのさま

ざまな体験、色弱者と一般色覚者が互い
に理解しあうことの大切さを記した一冊。

今月の一冊

せら知おの療診科歯日休の月７
３日㈰ 10日㈰ 17日㈰ 18日㈷ 24日㈰ 31日㈰

磯部歯科医院
（蒲生郡日野町）
☎0748-53-0502

輪田歯科医院
（蒲生郡日野町）
☎0748-53-0610

おおにし歯科クリニック
（東中野町）

☎0748-22-5665

磯部歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-37-7272

だいき歯科クリニック
（東沖野四丁目）
☎0748-20-1182

あさひ歯科クリニック
（近江八幡市）
☎ 0748-37-5554

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝IP電話
＝定員　 ＝対象　　　　

※施設の休館日および開催時間などは各施設により異なります。詳しく
　はお問い合わせください。

『色弱が世界を変える
　カラーユニバーサルデザイン最前線』湖東図書館

☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515

五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030

能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

＊各図書館を記号で表示しています。
　愛東図書館は休館中です。

伊賀公一著 （太田出版）

あなたの夢が拓きます　放送大学

１０月入学生募集
出願期間 平成23年６月１日～平成23年８月31日

入学試験はありません。　　 １科目でも選べます。
大学卒業資格が取得できます。　自宅で学べます。

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。
放送大学 滋賀学習センター ☎ 077-545-0362

〒520-2123　大津市瀬田大江町横谷1-5　龍谷大学瀬田キャンパス内

屋根付練習場で快適乗馬！
～最近注目の乗馬！とても体に良いのです～
５級ライセンス取得コース⇒10,000円（税込）

※別途、レンタル代・保険料・申請料等14,565円（税込）必要

  ２か月以内のたった３日間で乗馬ライセンスが取得できます。

体験乗馬１回コース⇒1,050円（税込）
※別途、レンタル代・保険料・申請料等1,145円（税込）必要

  馬の背中の揺れはとても気持ちいいものです。
  軽く走るまでを体験できます。

M&S乗馬クラブ　　　　　　　　　 http://www.rcmands.com
☎ 0748-25-5940　火曜定休　住所：滋賀県東近江市建部下野町16-１

☆完全予約制
実施期限　2011.８.31迄
紙面持参で１枚につき２名様迄有効。

診療時間はすべて９：30～17：00です。
滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370
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これまでに954件、476人が受診されました。これまでに954件、476人が受診されました。
受診によって前立腺がん、糖尿病が見つかっ受診によって前立腺がん、糖尿病が見つかっ
た人もおられます。た人もおられます。

人口：117,249人（－83）／男：58,019人（－35）／女：59,230人（－48）／世帯数：41,429世帯（－３）＊（  ）内は前月比人口（平成23年６月１日）

申し込みか
ら

終了まで

約10分！！

サラ金・クレジット・過払い請求

借金の
お 悩 み

               解決します
返しても返しても少しも減らない借金
誰にも相談できずに悩んでいませんか？
勇気を出してご相談ください。

0120-001-694
あい湖司法書士事務所
相談無料 分割払可能 秘密厳守 TEL　077-565-3180

草津市渋川1丁目9番41号
月～土　9:00～19:00
土・日・祝・夜間も予約により相談可

司法書士 /飛
ひ

渡
ど

あい子・飛渡貴之

JR草津駅
徒歩５分

通話料
無　料

　能登川病院では、健康が気になる人・健診を受
ける機会の少ない主婦や自営業の人などを対象に、
『ちょこっと健診』を実施しています。
　この健診は、採血のみの健診で、診察の待ち時間
や予約の必要もなく、気軽に検査を受けられること
が特徴。健診メニューは10種類で、金額は300円か
ら2,500円です。
　ちょこっとの時間で健診が受けられ、健診結果は
医師のコメント付きで自宅に郵送されます。
　能登川病院では、市立病院として地域の皆さんの
健康管理や予防医学の一旦を担い、病気の早期発見・
早期治療に貢献します。

あなたはもう受診しましたか？

市立能登川病院でちょこっと健診
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◆検査内容・料金
チェック項目 検　査　内　容 検査料

糖 尿 血糖、ヘモグロビンA1C 500円

脂 質 中性脂肪、善玉コレステロール（Ｈ
ＤＬ）、悪玉コレステロール（ＬＤＬ） 500円

痛 風 尿酸 300円

肝 機 能 GOT、GPT、γ-GTP 300円

前立腺がん PSA 1,000円

貧 血 赤血球数、ヘモグロビンなど 300円

B･C 肝 炎 HBs抗原、HCV抗体 1,500円

アレルギー スギ、ヒノキ、ダニ、ハウスダスト 2,500円

胃 が ん ペプシノーゲン、ピロリ抗体 2,500円

骨 密 度 超音波骨密度測定 500円

※現在治療中の人、18歳未満の人は検査できません。
　なお、現在治療中の人は診察時に医師までご相談
　ください。
◆検査のできる日（病院開院日）
　月曜日～金曜日　９:30～16:30
　第１・３土曜日　９:30～11:30
能登川病院

　☎ 0748-42-1333　 0505-801-1333
　ホームページ　http://www14.ocn.ne.jp/~notogawa/

検査手順はかんたん！

発券機で検査券を購入
（複数でも購入できます）

① 検査科にて受付
（申込書に記入）

②

検査（採血）
③検査結果を郵送（後日）

★医師のコメント付き！

④

これまでの受診件数
（平成21年11月～平成23年６月）

女性のための法律相談
民事・刑事・家事を幅広く処理できる弁護士が、様々な相談
をお受けします痴漢・DVにあった！でも…

　慰謝料は？
　刑事裁判にでられる？
　　→犯罪被害者相談

うちの会社、女性だけ…
　給料が安い！
　昇進・昇給しない！
　昼休みも電話当番！
　　　　　→労働相談

夫と別れたい！でも…
　親権はとれるの？
　浮気の慰謝料は？
　養育費はもらえる？
　共有財産の分与は？
　　　　　→離婚相談

北川総合法律事務所　　
弁護士 北川靖之（滋賀弁護士会所属）

☎0748-32-4732（休日相談可）


