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東近江ケーブルテレビ（特別番組）
◇市議会生中継（ ３月定例会）
　※詳しくは番組表をご覧ください。
◇教育研究所紹介番組
　３月8日㈪～15日㈪
◇特色ある学校づくり「湖東第
　一小学校」３月15日㈪～22日㉁
◇春まついぶき
     ３月22日㉁～29日㈪
※時間は番組でご案内します。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

市民ギャラリー

●墨想の会書道展
● Glass　Studio 咲麗、高村晴美グラ
スアート展　３月18日㈭～４月６日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

大規模小売店舗立地法による届出縦覧

　大規模小売店舗立地法に基づき、下
記届出者の書類を縦覧しています。
①名称：西友八日市店、テニー
　所在地：八日市緑町９番30号
　届出事項：店舗内で小売業を行う人の
　　　　　  氏名、名称、住所など
②名称：（仮称）ミドリ東近江店
　所在地：五個荘北町屋町285番地６
　届出事項：廃棄物保管施設の位置変
　　　　　  更など
【縦覧】期間：①４月21日㈬まで②５月20
日㈭まで　場所：商工観光課
商工観光課　

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

し尿収集業務のお休み（３月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、20日㈯、
21日㈷、22日㉁、27日㈯、28日㈰

クリーン布引広域事業組合
　☎0748-23-0107

平成22年度自衛官等採用試験

★種目＝①一般幹部候補生②歯科・薬
剤科幹部候補生③予備自衛官補
①20歳以上26歳未満（22歳未満は大

卒見込含、大学院修士課程修了者は28
歳未満）②歯科専門の大学卒（見込含）
20歳以上30歳未満、薬剤科専門の大学
卒（見込含）20歳以上26歳未満
③予備自衛官補（一般採用：18歳以上34
歳未満、技能採用：18歳以上55歳未満）
①②４月１日～５月10日③４月９日まで
自衛隊近江八幡地域事務所

　　☎0748-33-2103

クッキングフェスティバル
（ペルー料理）参加者

　ペルーの人を講師に迎え、本場のペ
ルー料理を作りながら交流を深め、楽し
いひとときを過ごしませんか。

高齢者やすらぎ交流ハウス教室　 長寿福祉課　☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5645

講座名 開催日 時間 期間 受講料
パソコンA 毎週火曜日 9:30～12:00 ４月13日～９月14日（全20回） 5,000円
パソコンB 毎週日曜日 9:30～12:00 ４月18日～９月12日（全20回） 5,000円
パソコンC 毎週土曜日 9:30～12:00 ４月17日～９月18日（全20回） 5,000円
習　字 第１・第３金曜日 9:30～11:00 ４月２日～９月16日（全12回）材料持込

クラフト手芸 第１水曜日 13:30～15:30 ４月７日～９月１日（全６回）１回300円
◎ A、Ｂ :知識と基本、Ｃ：エクセルの活用（文字入力ができる人） ３月15日㈪まで
おおむね60歳以上の市民 各先着10人 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）

東近江市の人のうごき
人　口●117,624人 （ー  85）

男： 58,135人 （ー  51）
女： 59,489人 （ー  34）

世帯数● 40,727世帯（ー    7）
※平成22年２月1日現在（ ）内は前月比

市営住宅入居者定期募集（公営住宅） 住宅課☎0748-24-5652 050-5801-5652

「市民ギャラリー」
展示作品を募集
　市役所１階ロビーに展
示していただく作品を募集します。
◇展示作品：日本画・洋画・彫刻・
陶芸・写真など
市内に在住または市内で活動し

ている個人および団体
４月30日㈮～平成23年４月26日㈫

の期間中、20日間程度
３月１日㈪～４月２日㈮に、生涯

学習課および各コミュニティセンター・
市立公民館に設置の申請書でお申し
込みください。申請書は市ホームペ
ージからもダウンロードできます。

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

今堀（今堀町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 8,300円～12,400円 24,900円～37,200円

清　水
（八日市清水二丁目）１戸 簡易耐火２階建 ２DK 10,100円～15,100円 30,300円～45,300円

＊ひばり丘
（ひばり丘町） １戸 中層耐火３階建 ２LDK 20,200円～30,100円 60,600円～90,300円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,500円～21,600円 43,500円～64,800円

★入居可能日＝平成22年3月30日㈫以降※入居可能日から家賃が必要
３月１日㈪～８日㈪（土・日を除く8:30～17:15）※住宅課、各支所地域振興課で

相談後、住宅課へ書類を提出。入居申し込みには資格条件があります。（＊ひばり丘
のみ、身体障がい者専用住宅で単身入居可）★選考方法＝応募多数の場合は、住
宅運営委員会が住宅困窮度により決定。選考が難しい場合は公開抽選。
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（主催：東近江国際交流協会）
３月14日㈰10:00～14:00
能登川公民館 先着20人（申し込み

が必要） エプロン
企画課　

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

ボーイスカウト・ガールスカウト団員

　キャンプ・ボランティアなどの活動を
する団員を募集します。
ボーイスカウト
５歳児・小学生・中学生および指導者と

して協力いただける18歳以上の人
能登川地区（武田）☎0748-42-2480

　五個荘地区（尾岡）☎0748-48-3073
　八日市地区（宮下）☎0748-23-2056
ガールスカウト
小中学生・高校生の女子および指導者

として協力いただける18歳以上の人
滋賀第19団体（上阪）☎0748-22-1354
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

春スキー参加者

　信州菅平高原でスキー・スノボードを
楽しめるツアーです。
３月26日㈮夜発～29日㈪夜着
42,000円（小中学生34,000円、宿泊・

交通費・保険代） 先着80人
３月８日㈪まで（ホームページに申込

用紙あり）
滋賀県勤労者スキー協議会（小川）

　☎090-3267-8630

さざんか学習講座受講生

　懐かしい童謡や唱歌を歌いましょう。
３月６日㈯10:00～11:20
先着60人（申し込み必要） 400円

湖東公民館　
　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

  八日市図書館　☎0748-24-1515　　　　　　　　　　　  050-5801-1515

えほんのじかん   毎週土曜日14:30から
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　３月３日㈬、27日㈯
おはなしの時間　３月27日㈯ 14:30から
名画上映会　
　３月13日㈯13:30から「雨あがる」（91分）
こどもえいが会  ３月14日㈰14:00から
　「白いゾウ～インドの昔話」（16分）
富田彦一水墨画展　
　五個荘地区の町並みを描いた水墨画展
　３月２日㈫～７日㈰
葵花倶楽部作品展「創造の世界」
　押し花作品展　３月10日㈬～20日㈯
山田誠信陶芸展 ３月23日㈫～４月４日㈰

  永源寺図書館　☎0748-27-8050　　　　　　　　　　        050-5801-8050

おはなし会　毎週土曜日11:00から
おひざでだっこのおはなし会
　３月17日㈬10:30から
こどもえいが会  ３月６日㈰14:00から
　「ウォレスとグルミット　チーズホリデ
ー」（23分）
映画会　３月13日㈯14:00から 
　「男はつらいよ　第１作」（69分）
東近江ネイチャーフォトクラブ「サク
ラ・桜写真展」　３月14日㈰～31日㈬

   愛東図書館　☎0749-46-2266　　　　　　　　　　  050-5801-2266

おひざでだっこのおはなし会
　３月６日㈯ 10:30から
おはなし会　３月13日㈯10:30～11:30
　　　　　　　 27日㈯10:30～11:10
えほんのじかん ３月20日㈯10:30～11:00
大江委久子　布おもちゃ講座
　３月14日㈰10:30～12:30
　 先着25人（申し込みが必要）

   湖東図書館　☎0749-45-2300　　　　　　　　　　   050-5801-2300

おひざでだっこのおはなし会
　３月３日㈬ 11:00から
こどもえいが会　３月６日㈯ 14:00から 
　「アルプスの少女ハイジ」（107分）
ライブラリーシアター　
　３月13日㈯14:00から 「あ・うん」（114分）
てんとうむしの紙芝居
　３月13日㈯15:30～16:00
　「ぞろぞろ」ほか
おはなし会　15:30～16:00
　３月20日㈯、27日㈯

   蒲生図書館　☎0748-55-5701　　　　　　　　　　  050-5802-8342

もこもこおはなしかい　
　３月６日㈯ 11:00から
おはなしのもり　11:00から
　３月13日㈯、27日㈯
ちっちゃいおはなしのもり
　３月19日㈮ 10:30から
中村柾子講演会
　３月13日㈯14:00～（要申込）
蒲生図書館開館１周年記念コンサート
　松本真理子さんによるマリンバ演奏会
　３月13日㈯19:30～（要申込）
一
いち

木
もく

一
いっ

草
そう

展　～草花と本と～
　村瀬進さんによる植物水彩画展
　３月20日㈯～４月４日㈰

　当日や前夜祭、関連事業などの準
備や運営にご協力いただき、まつり
を一緒に盛り上げていただける人を
募集します。
平成22年４月１日現在18歳以上（高

校生不可） 先着40人 ４月23日
㈮まで（電話で申し込みできます）

商工観光課
　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

八日市大凧まつり
ボランティアスタッフ募集

５月30日㈰

野焼きは違法行為です
　家庭ゴミを野焼きしたり、ドラム
缶や無許可の焼却炉で燃やすこと
は、法律で禁止されており、健康被
害や環境汚染も心配されます。ゴミ
は燃やさないで、定められたルール
に従って適正に処理しましょう。
　また、たき火や農業を営む上でや
むを得ない焼却行為であっても、風
向きや場所を考えないと、煙で周辺
に多大な迷惑をかけることにな
ります。十分注意ください。
廃棄物対策課・生活環境課　

☎0748-24-5636 　 050-5801-5636

※各図書館の子ども向け事業（おはなし会、おひざでだっこのおはなし会、こども
　えいが会など）につきましては、インフルエンザ流行の状況で、中止させていただ
　く場合があります。

■■バナー広告募集■■
市ホームページでは、バナー広告を募集しま
す。詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
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  五個荘図書館　☎0748-48-2030　　　　　　　　　　       050-5801-2030

おひざでだっこのおはなし会
　３月４日㈭ 14:00から
おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30
人形劇団クラルテ上演＆ワークショップ
　３月14日㈰11:00～12:00上演
　　　14:00～15:00　ワークショップ 
ギャラリー展示「182×257の世界～映
画フライヤーの魅力～」 
　３月13日㈯～20日㈯

  能登川図書館　☎0748-42-7007　　　　　　　　　　        050-5801-7007

ライブラリーシアター　14:00から
　３月７日㈰「僕の村は戦場だった」（94
分）、14日㈰「ウォーターシップダウンのうさ
ぎたち」（93分）、21日㈰「眠る男」（103分）、
28日㈰「チキチキマシン猛レース」（50分）
おひざでだっこのおはなし会 10:30から
　３月４日㈭、４月１日㈭
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

あかね文化ホール  ☎0748-55-0207　　　　　　　　　　       050-5801-0207

火曜の午後は太極拳で　 300円
　３月２日㈫、16日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　３月10日㈬10:00～11:30
　　25日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　３月11日㈭10:00～11:45
あかね人形劇まつり2010
　３月14日㈰10:00～16:00
　 前売り600円（３歳以上、当日900円）
心と体の栄養補給講座　 300円
　３月18日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　３月24日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

 八日市文化芸術会館  ☎0748-23-6862　　　　　　　　　　          050-5801-6862

四季折々ホームコンサート～弥生の折～
　シンパシー・プラス・アンサンブル（金
管６重奏）
　３月13日㈯14:00開演（全席自由）
　 前売り500円、当日700円（ドリンク付）

  近江商人博物館   ☎0748-48-7101　　　　　　　　　　            050-5802-3134

商家に伝わるひな人形めぐり　
　藤井志満子さんの最新作も特別展示
　３月28日㈰まで
　 200円（小中学生100円）

八日市まちかど情報館  ☎0748-23-4528  　　　　　　　　　　　　　 050-5802-8083

八日市高等学校書道部作品展
　３月12日㈮～24日㈬
本町「食」パサージュ2010
　八日市本町商店街アーケード通りに、
ケーキやパン、こんにゃくなど手づくり
の料理や菓子を販売する店が並びます。
　３月13日㈯10:30～15:00

  能登川博物館　☎0748-42-6761　　　　　　　　　　        050-5801-6761

能登川南小学校６年生学習成果発表展
　３月10日㈬～３月21日㈰
春を染めよう　身近な春の植物を使っ
てハンカチを染めませんか。
　３月21日㈰13：30～15:30 300円
　 先着15人（申し込みが必要）
東近江の歴史　飛鳥・奈良時代 
　３月25日㈭～５月２日㈰

ウェルネス八日市  ☎0748-22-8800　　　　　　　　　　       050-5801-1137

有酸素運動とヨガをウェルネスで
　３月17日㈬10:00～11:30　 500円

３月の主な市民相談業務　 市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5616
相談項目 相談日 相談時間 相談場所
市民相談 月～金曜日 ９:30～16:00 市民相談室
心配ごと相談 月・金曜日 ９:00～12:00 市民相談室

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

２日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
10日㈬ ９:00～12:00 ゆうあいの家 ボランティアハウス（永源寺高野町）
11日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
16日㈫ ９:00～12:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
17日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
23日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
26日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

登記相談 19日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（土地家屋調査士による相談）

法律相談
※市民相談室の
　直通電話まで
　予約してくだ
　さい

10日㈬ 13:00～16:00 五個荘福祉センター　２階相談室※予約受付（定員６人）３月３日㈬８:30から

17日㈬ 13:00～16:00 蒲生支所　会議室※予約受付（定員６人）３月10日㈬８:30から

23日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）３月16日㈫８:30から

特設人権相談 人権政策課　☎0748-24-5620（直通）

※人権擁護委員
　による相談。
　無料で秘密厳
　守

９日㈫ ９:00～12:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
10日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
11日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
16日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
19日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
23日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 こども支援センターひばり
　☎0748-24-5663　 市役所別館１階
・ぎゃくたいほっとライン ☎0748-24-5687
・でんわ相談 ☎0748-24-1111

※上記以外で緊急の場合は、市役
　所代表番号（最終ページ記載）

心のやすらぎ相談 １日㈪、４日㈭
15日㈪ ９:00～12:00 予約が必要男女共同参画課　☎0748-24-5624

介護者の悩み相談
（ミモリの会） 10日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）いきいき支援課　☎0748-24-5641

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～16:00 消費生活センター（消費生活課内）相談専用電話　☎0748-24-5659
※上表の中で、祝日・休日は実施していません。




