
※施設の休館日および開催時間などは施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。
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項目は、（日時）、（場所）、（対象）、（定員）、（費用）、（持ち物）、（申し込み方法・
申し込み先）、（問い合わせ先）、 （IP電話）になります。費用の記載がないものは無料です。

◎テレビ放送（東近江スマイルネット）
「市長・新春対談」
「新春市議会議長挨拶」
 1月1日㈷～３日㈰
 ＊時間は番組でご案内します。

◎東近江スマイルネット（特別番組）
「東近江市成人式」
 １月18日㈪～24日㈰
 ＊時間は番組でご案内します。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　　　 050-5801-5611

市長・市議会議長新春に語る

市政広報番組放送

巡回！ロボット体験教室

　初心者でも簡単に動かせる自律型ロ
ボットのプログラム体験。パソコンを使
ってロボットを動かしてみよう。
１月24日㈰、２月７日㈰各10:00から

　＊２回連続講座 小学３～６年生
先着10人（要申込み）

能登川博物館
　☎0748-42-6761　 050-5801-6761

宝くじ助成金で備品などを整備

　五個荘地区自治会連合会では、宝く
じの助成金で、コミュニティ活動を推進
するための放送設
備、視聴覚機材、
テントなどの備品
を整備されました。
総務課　

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

東近江和太鼓フェスティバル

　日本まんなか共和国４県交流事業を実
施【１部】福井・岐阜・三重県、市内（蒲
生野太鼓わらべ組・あいとう若鮎太鼓）
の団体が演奏【２部】プロチーム和楽器演
奏団「独

こ ま

楽」の演奏（事前申し込み必要）
１月24日㈰13:30～16:00
あかね文化ホール
滋賀県 県民文化課 ☎077-528-4632

介護予防回想きらりサポーター養成講座

　名古屋文理大学短期大学部　准教授
の下山久之さんから民具を活用した回想
法を学び、地域で活躍していただくボラ
ンティアを養成します。
１月21日㈭、28日㈭、２月４日㈭14:00～

16:00 能登川博物館 地域活動への
意欲がある団塊世代や地域サロンのス
タッフなど（３日間とも受講できる人）
先着30人 １月15日㈮まで
いきいき支援課

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧

　大規模小売店舗立地法第５条第３項に
基づき、下記の書類を縦覧に供しています。
★店舗の名称、所在地＝ケーズデンキ八
日市店、中小路町714番地３ほか
★届出事項＝店舗の新設
平成22年３月18日㈭まで
商工観光課

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

五個荘近江商人屋敷　松竹梅展

　新春の縁起物である松竹梅を展示
１月６日㈬～24日㈰＊12日・18日は休館
五個荘近江商人屋敷 外村宇兵衛邸
３館共通券500円（小中学生250円）
東近江市観光協会　

　☎ 0748-48-2100　 050-5802-8621

市民ギャラリー

●徳永信子・大橋嘉江アート二人展
●川村高子トールペイント展　
　１月14日㈭～２月２日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

みんなでお正月参加者

　東近江国際交流協会の主催で、市内
にお住まいの外国人のみなさんと餅つき
やゲームなどで日本の文化を楽しみます。
１月24日㈰10:00～14:00
建部コミュニティセンター
先着30人 １月21日㈭まで
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ボウリング　 ２月28日㈰　
大津ボウル　 １月25日㈪まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052
　または各支所市民生活課

職　種 募集人数 受験資格

心理判定員 １人程度
●昭和57年４月２日以降に生まれた人　
●臨床心理士の資格を有する人、または取得見込みの人
（心理士養成の大学院を平成22年３月に修了見込みの人を含む）

★申込期間＝１月29日㈮まで（電話可）★試験＝２月15日㈪、市役所本庁舎

◎市嘱託職員採用試験（平成22年度採用）
　 職員課　☎0748-24-5601　 050-5801-5601

　農林業を営んでいるすべての世
帯や法人対象に、2010年世界農林
業センサスを実施します。基準日は
２月１日で、１月下旬から２月上旬
にかけて調査員が伺います。調査
票に記入された内容は、統計法に
より秘密が厳守されます。
農林水産省、滋賀県、東近江市

企画課
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

農林業センサスにご協力くださいふるさと寄附金制度
　ふるさと（地方公共団体）に
5，000円を超える金額を寄附す
ると、超えた金額が所得税と住民
税から差し引かれます。
＊詳しくはお問い合わせください
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

ご存知ですか
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ファミリー・サポート・センター会員

　センターでは、育児支援が必要な人（依
頼会員）に支援ができる人（協力会員）を
紹介し、地域で子育てを応援しています。
会員になるには講座の受講が必要です。
１月26日㈫９:15～12:30
湖東保健センター １月22日㈮まで
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

体操きらり☆サポーター

　高齢者に身近なところで介護予防に
取り組んでもらえるよう、地域での介護
予防活動をお手伝いいただく介護予防
サポーターを募集します。
【内容】本市の高齢者の状況、体力測
定、介護予防体操、レクリエーション

介護予防に関心があり、受講後、市内
である高齢者の集いや、介護予防教室
にサポーターとして参加できる人
１回目の３日前まで
いきいき支援課

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

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

えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（１月２日、23日を除く）
おはなしのじかん
　１月23日㈯ 14:30から
おひざでだっこのおはなし会
　１月23日㈯ 11:00から

ＪＩＣＡ国際交流写真展
　１月９日㈯～29日㈮　
ＪＩＣＡワークショップ「世界と出会う玉
手箱～ガーナ編～」
　１月17日㈰13:00～15:00

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

おひざでだっこのおはなし会
　１月20日㈬10:30から
おはなし会　11:00から
　毎週土曜日（１月２日を除く）

  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
　１月７日㈭ 10:30～11:00
おはなし会　14:00～14:30
　毎週土曜日（１月２日を除く）

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

おひざでだっこのおはなし会
　１月20日㈬ 11:00から
ライブラリーシアター　
　１月９日㈯ 14:00 から 
　「すずらん～少女萌の物語」（101分）
てんとうむしの紙芝居
　「シュークリームのおきゃくさま」ほか
　１月９日㈯15:30～16:00
小畠由佳理作品展「心の詩」
　１月16日㈯～31日㈰
おはなし会　15:30～16:00
　 １月16日㈯、23日㈯、30日㈯

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

おはなし会　１月16日㈯10:30～11:30、
30日㈯10:30～11:10
えほんのじかん １月23日㈯10:30～11:00
藤田浩子ふれあいあそび・ぎゅっ
　１月９日㈯（申し込みが必要）
　①10:30から　おはなし会　
　　 ３歳までの幼児と保護者 25組
　②11:00から　おはなし講座　 30人

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

もこもこおはなしかい
　１月９日㈯11:00～11:30
おはなしの森 
　１月16日㈯、23日㈯11:00～11:30
ちっちゃいおはなしの森
　１月29日㈮10:30～10:50

東近江市の人のうごき
人　口●117,773人 （－103）

男： 58,238人 （－  54）
女： 59,535人 （－  49）

世帯数● 40,759世帯（－  27）
※平成21年12月1日現在（ ）内は前月比

◎新春特別企画「干
え と

支凧展-寅-」

　寅が描かれた全国の凧約70点を展
示します。　
　１月３日㈰～25日㈪
＊期間中、先着150人に干支凧のミニ
　飾りをプレゼント

◎鬼の凧展　
　鬼が描かれた全国の凧
26点を展示します。　
　１月28日㈭～２月22日㈪
＊期間中、先着300人に「鬼の面」、
　１月30日～２月２日には先着100人
　に「福豆」をプレゼント

１月31日㈰９:30～12:00
一人500円
先着25人（申し込みが必要）

上記いずれの展示も200円（小中学生100円）
八日市大凧会館　☎0748-23-0081　 050-5801-1140

鬼を描いた凧作り教室参加者募集

※各図書館の子ども向け事業（おはなしかい、おひざでだっこのおはなしかい、こ
　ども映画会など）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。

会場 玉緒コミュニ
ティーセンター

能登川福祉セ
ンターなごみ

時間 10:00～11:30 13:30～15:00
１回目 １月21日㈭ １月22日㈮
２回目 １月28日㈭ １月29日㈮

　穴の開けられていないカセットボ
ンベ・スプレー缶、使いきっていな
いライターが原因による、ごみ収集

車の火災事故が
発生しています。
事故防止のた
めに、もう一度
正しいごみの出
し方について確
認しましょう。

　　　　 廃棄物対策課
　　　　 　 ☎0748-24-5636
　　　　   　 050-5801-5636

カセット式ガスボンベ
などのごみ出しに注意



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

おひざでだっこのおはなし会 10:30から
　１月14日㈭、２月４日㈭
わらべうたであそぼ
　１月23日㈯ 各20組（申し込みが必要）
　①10:15から ０～２歳
　②11:00から ３歳以上　
おはなしタイム　14:30から
　 １月９日㈯、16日㈯、23日㈯
健康医療情報コーナー「バオバブ」開
設記念映画会
　「いのちの作法－沢内『生命行政』を
継ぐ者たち－」　１月17日㈰14:00から
　 100人（申し込みが必要）
ライブラリーシアター
　１月10日㈰「ライフ イズ ビューティフル」
（117分）、24日㈰「グリックの冒険」（90分）
おはなしポッケの「えほんのひろば」
　１月30日㈯、31日㈰ 10:00～16:00

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

新春展～干支の寅
　新春を祝う郷土玩具・掛軸などを紹介
　１月５日㈫～31日㈰
　 200円（小中学生100円）

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

企画展「もったいないを広げよう　エコ
ロジーの道具展」
　１月６日㈬～２月14日㈰
水鳥観察会（申し込みが必要）
　１月30日㈯９:30～11:30
　 30人　 伊庭内湖周辺

 てんびんの里文化学習センタ ー ☎0748-48-7100                                         050-5801-7100

新春カラオケ大会　 出場料1,500円
　１月31日㈰12:30～　 先着60人
　 １月15日㈮まで（電話申し込み不可）

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

ふるさと近江の心象風景
　『中路融人　日本画展』
　１月15日㈮～26日㈫

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
　１月12日㈫、26日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　１月13日㈬10:00～11:30
　　  28日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　１月14日㈭10:00～11:45
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　１月27日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

道路の除雪作業にご協力ください
　市では、積雪が10㎝以上になると主要
幹線市道の除雪をします。みなさんのご
協力をお願いします。
冬道のスリップ事故にご注意ください
　冬季は積雪や路面凍結によ
るスリップ事故が多発します。
交通事故防止に努めましょう。

＊融雪剤を適所に配備していますので、
　路面凍結時にご使用ください。

管理課　
☎0748-24-5654　 050-5801-5654

冬の暮らしを安全に

 １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。

５日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
13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）
14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
19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
20日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
20日㈬ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

登記相談 15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。

13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）１月６日㈬８:30から

20日㈬ 13:00～16:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室※予約受付（定員６人）１月13日㈬８:30から

26日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）１月19日㈫８:30から

合同行政相談 26日㈫ 13:30～16:30 ショッピングプラザ・アピア４階　情報プラザ※受付は15:30まで

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。

12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
13日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
14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
15日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
19日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
20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 14日㈭・18日㈪
25日㈪・2月１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） 13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、祝日は実施していません。

犬のふんの後始末は
飼い主のマナーです
　散歩中に犬がしたふん
は、飼い主が責任をもっ
て持ち帰りましょう
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