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市民ギャラリー

● スズカフォトクラブ作品展
● 山下勝也折り紙展

６月10日㈭～29日㈫ 市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

東近江よかよかまつり

　ステージ発表、作業所製品の展示、
バザーなどを通して、地域の人と障がい
のある人との交流の場として開催します。

６月19日㈯ 10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

し尿収集業務のお休み（６月）

５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、19日㈯、
20日㈰、26日㈯、27日㈰　※収集予約
は５日前までに申し込んでください。

八日市・永源寺・五個荘・能登川・
蒲生地区は、クリーンぬのびき広域事
業組合（☎ 0748-23-0107）まで
愛東・湖東地区は、各収集業者まで

生活環境課
　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

公共下水道で快適な生活を

　新たに次の各町の一部区域で、公共
下水道が使用できるようになりました。

上羽田町、蛇溝町、土器町、
寺町、御園町、岡田町、種町、
能登川町、きぬがさ町

トイレの水洗化は３年以内に
　くみとり式便所は供用開始から３年以
内の水洗化が義務付けられます。工事
は市指定の工事店で行わなければなり
ません。工事の内容や費用などは指定
工事店にご相談ください。指定工事店
の一覧表は下水道課、市民課、建築指
導課に備え付けています。
◎水洗便所改造資金融資制度
　公共下水道に接続するための融資制
度があります。詳しくは、下水道課、市
内の金融機関にお問い合わせください。

下水道課
　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」にボランティ
アによる一斉清掃を実施します。

７月１日㈭９:00～11:30（雨天決行）
能登川漁業協同組合漁港（栗見出在

家町）※駐車場が少ない
ため、能登川支所から出
る送迎バス（８:30出発）
をご利用ください。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 050-5801-5636
　能登川支所市民生活課
　☎0748-42-9912　 050-5801-9912

手話公開講座

★テーマ「聴覚障がいの基礎知識」
６月18日㈮ 10:30～12:30
市役所別館２階大ホール
市民または市内在勤・在学の人

★申し込み・受講料不要
※ただし、手話講座（入門課程）が定
員不足で開講できない場合は中止させ
ていただきます。

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 050-5801-5640　FAX0748-24-1052

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。
名称：（仮称）東近江市青葉町商業施設
所在地：青葉町222番地
届出事項：大規模小売店舗の新設について

【縦覧】期間：８月23日㈪まで
　　　　場所：商工観光課

商工観光課
　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

テーバー町友好親善使節団来市

　姉妹都市のカナダ・テーバー町から
使節団（13人）が７月３日㈯から10日㈯
まで来市され、ホームステイをしながら
中学校訪問や市内見学などをされます。
参加者を募集しての市民交流会の開催
も予定しています。開催日時などは下記
までお問い合わせください。

企画課　
　 ☎0748-24-5610　 050-5801-5610

◇個人情報保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ 個人情報取扱
事務登録件数開示 部分開示 不開示 文書不存在

市　長 6 0 5 ０ 1 ０ 942
教育委員会 0 0 0 0 0 ０ 360

その他 0 0 0 0 0 0  56
合　計 6 0 5 0 1 0 1,358

◇情報公開制度　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ
公開 部分公開 非公開 文書不存在

市　長 51 10 34 0 6 １
教育委員会 2 １ 0 0 1 ０
農業委員会 2 2 0 0 0 0

病院事業管理者 1 0 1 0 0 0
合　計 56 13 35 0 7 1

情報公開・個人情報保護制度の運用状況（21年度）   総務課 ☎0748-24-5600
　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 050-5801-5600

　男女が互いにその人権を尊重しつ
つ、喜びも責任も分かち合い、性
別にかかわりなく、その個性や能力
を十分に発揮できる。そんな社会
が、男女共同参画社会です。この
週間を機会に、家庭や職場、地域
で男女のあり方や近年注目されてい
る、仕事と生活の調和のとれた暮ら
し（ワーク・ライフ・バランス）につ
いて考え、男女共同参画社会を築く
一歩をみんなで考えてみませんか。

６月23日㈬～29日㈫
男女共同参画週間



広報ひがしおうみ　2010.6.1 12

◎記号説明　 （日時）、 （場所）、 （対象）、 （定員）、 （費用）、 （持ち物）、 （申し込み）、 （問い合わせ）、 （IP電話）
＊費用の記載がないものは無料　＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください

情 報 コ ー ナ ー

愛知川河川敷清掃

　社団法人東近江青年会議所主催で、
愛知川河川敷の清掃活動「ひろえば街
が好きになる」を実施します。多くのボ
ランティアの参加をお願いします。

６月27日㈰９:00～11:30（雨天決行）
種町・神郷町地先の愛知川河川敷一帯

集合場所：日本クレーン協会滋賀教習所
清掃で汚れてもかまわない服装、長靴、

できればゴム手袋など（雨天時は雨具）
申込書に記入の上、６月18日㈮までに

FAXまたはメールにて申し込んでくださ
い（申込書は青年会議所に設置。市ホ
ームページからもダウンロードできます）

東近江青年会議所　☎0748-23-3153
e-mail：info@higashiomi-jc.or.jp

消費者セミナー

★テーマ「今、問われる福祉と地域の
見守り力」
★講師：石田易司さん（桃山学院大学
社会学部長）　

６月15日㈫ 13:30～15:30
市役所別館２階大ホール 50人

※消費生活啓発員養成講座と同時開催
消費生活課

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

ファミリー・サポート・センター会員

　センターでは、育児の支援が必要な人
（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。

６月19日㈯
９:00～12:30

・オリエンテーション ・子ど
もの食事 ・楽しく遊ぼう

６月21日㈪
10:00～16:00

・子どもの体の発達と健康
・救急救命講習

６月22日㈫
10:00～14:30

・楽しいな、絵本
・子どもと子育て

①依頼会員になりたい人＝19日のみ受講
　②協力会員または両方会員になりたい人
　　＝３日間すべてを受講

能登川公民館 ６月17日㈭まで
ファミリー･ サポート･ センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

日本女性会議2010きょうと参加者

★テーマ：ひとりひとりが輝く、色彩あ
ふれる世界へ
　男女共同参画社会の実現をめざし、
1984年から毎年開催されています。
　市では参加者に費用の一部を助成し
ます。詳しくはお問い合わせください。

10 月１日㈮～２日㈯
国立京都国際会館（京都市左京区）
４人（多数の場合は選考）
６月30日㈬まで

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します。
★種目＝ホッケー、レスリング、セーリン
グ、ハンドボール、相撲、馬術、ライフ
ル射撃、アーチェリー、空手道、クレー
射撃、なぎなた、ボウリング

６月10日㈭まで（申し込み多数の場合、
予選あり。参加資格、開催日など詳しくは
お問い合わせください）

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

「コトナリエ」のスタッフ・イベント出演者

　８月に開催の「コトナリエ」のイルミネ
ーション飾り付けボランティアと点灯期
間中のミニイベント出演者を募集します。
★イルミネーション飾り付け作業

６月19日～７月18日の毎週土・日曜日
9:00～16:00 ひばり公園内（池庄町）
★ミニイベント出演者

８団体（審査により出演者を決定）
６月25日㈮まで

東近江市湖東商工会
　☎0749-45-2571　 050-5801-2571

ソフトバレーボール大会参加者

６月27日㈰
①レディースの部（中学生以上の女性

４人）②ブロンズの部（中学生以上の男
女各２人の計４人）③シルバーの部（40
歳以上の男女各２人の計４人）

計50チーム（先着順） １チーム2,000円
６月17日㈭までに所定の申込書に参

加料を添えて申し込んでください。申込
書は http://higashiomi-j.com からダウ
ンロードできます。

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

職　種 募集人数 受験資格

上級事務職 ９人程度 ●昭和55年４月２日から平成元年４月１日生

幼稚園教諭・
保育士

９人程度
●昭和55年４月２日から平成３年４月１日生
●幼稚園教諭免許および保育士資格を有する人、また
　は平成23年３月末までに取得が確実な人

★申込期間＝６月17日㈭まで ★試験日＝７月25日㈰ ★試験会場＝びわこ学院大学
★申込用紙は職員課に請求してください。詳細は、お問い合わせください。

市職員採用試験（平成23年４月１日採用）
職員課　☎0748-24-5601　 050-5801-5601

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 8,400円～12,600円 25,200円～37,800円

ひばり丘（ひばり丘町）４戸 中層耐火３・４階建 ２LDK 19,200円～34,000円 57,600円～102,000円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,900円～22,100円 44,700円～66,300円

★入居可能日＝平成22年７月15日㈭以降 ※入居可能日から家賃が必要
６月15日㈫～22日㈫（土・日を除く8:30～17:15）※ 住宅課で相談後、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。（今回は単身入居不可）★選考方法＝
応募多数の場合は、市営住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定。選考が難
しい場合は公開抽選。

市営住宅入居者定期募集
住宅課　☎0748-24-5652　 050-5801-5652
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お手軽! 簡単!! ヘルシー☆クッキング!!

　簡単でバランスのよい食事の料理教
室を開催します。
★「ヘルシー・おいしいごはん」
　 ７月７日㈬９:30～12:30
　 あかね文化ホール
★「Happy Life お手軽クッキング」
　 ７月９日㈮ 19:00～21:00
　 湖東保健センター
※詳しい日程については、健康カレンダー
17ページをご覧ください。

お米0.5合、エプロン、三角巾、マスク
各500円 各16人 開催日の１週

間前までに申し込んでください
健康推進課

　☎0748-24-5646　 050-5801-5646

登録統計調査員（国勢調査）

　統計調査（国勢調査など）の登録調
査員を募集しています。
★主な仕事（国勢調査の場合）
１　調査員説明会への出席（９月上旬）
２　受け持ち調査区の確認、調査票の
　　配布と記入依頼（９月下旬）
３　調査票を回収（10月上旬）
４　調査票など書類の提出（10月中旬）
★報酬（国勢調査の場合）
　１調査区おおむね50世帯で３～４万円

（調査区数や調査世帯数により変動します）
満20歳以上で、調査で知り得たこと

など秘密の保持ができ、警察・税務・
選挙に直接関係のない人

常時（国勢調査は６月14日㈪まで）
※登録制です。応募すれば必ず従事できる
とは限りません。あらかじめご了承ください。

企画課
　☎ 0748-24-5610　 050-5801-5610

弓道教室受講者

６月19日～９月４日の毎週土曜日（７
月31日と８月14日は除く）14:00～16:00

布引運動公園弓道場 高校生以上
先着12人 5,000円 ６月12日㈯まで

東近江弓道協会（佐藤）
　☎0748-22-5557

中部清掃組合職員（平成23年度採用）

職種：上級技術職（機械）
採用予定人数：１人

昭和56年４月２日から平成元年４月１
日までに生まれた人（そのほかの詳しい
要件についてはお問い合わせください）
受付期間：６月３日㈭～６月22日㈫
第１次試験
　 ７月25日㈰
　 中部清掃組合（日野清掃センター）
　試験方法：教養試験・専門試験
　第１次試験合格者には、第２次試験　
　（作文・面接）を実施します

中部清掃組合総務係
　☎0748-53-0155

ときめき歴史ウォーク

　中山道の野洲から中山道と東海道の合流
地点草津までを歴史にふれながらウォーキ
ングします。主催：健康倶楽部ごかしょう

６月26日㈯９:00～16:30（雨天中止）
市内在住・在勤・在学者（小学生以上。

ただし、小学生は保護者同伴）
100人（先着順）※申し込みが必要
６月23日㈬まで

五個荘公民館
　☎ 0748-48-7100　 050-5801-7100

東近江市民体育大会参加者

★ソフトテニス
６月13日㈰９:00から
ひばり公園テニスコート
６月７日㈪まで

★硬式テニス
６月20日㈰８:30から
ひばり公園テニスコート
６月11日㈮まで

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

水泳教室受講生

６月13日～８月１日の毎週日曜日（７
月25日を除く）全７回　10:00～11:00

５歳～12歳 5,600円
布引運動公園プール

東近江水泳連盟（川部）
　☎ 0748-37-1010

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

ヨガピラティス
各先着30人
5,000円

６/17～７/29（毎週木曜）
　Ⓐ 19:00～20:00
　Ⓑ 20:15～21:15

スタイルupウ
ォーキング＆
ボールエクサ
サイズ

各先着25人
5,000円

Ⓐ６/15～８/３（毎週火曜）
　 10:00～11:00

Ⓑ６/17～７/29（毎週木曜）
　13:30～14:30

ＬＧスポーツ
入門コース

各先着15人
6,000円

Ⓐ６/18～８/６（毎週金曜）
　９:30～10:30
Ⓔ６/17～８/５（毎週木曜）
　20:00～21:00

ＬＧスポーツ
ステップアッ
プコース

各先着15人
6,000円

Ⓑ６/18～８/６（毎週金曜）
　10:40～11:40
Ⓒ６/15～８/10（毎週火曜）
　19:00～20:00
Ⓓ６/15～８/10（毎週火曜）
　20:10～21:10

16歳以上 ６月１日㈫９:00以降に
受講料を添えてお申し込みください（電
話不可）※お子様連れの受講は不可

布引運動公園体育館 
　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

シニア対象「講習会」参加者

①介護員（ヘルパー２級）養成講習会
★龍谷大学コース　 ７月２日㈮～11
月18日㈭９:30～16:30 龍谷大学（大
津市瀬田大江町） 50人（応募多数は
抽選） ６月17日㈭
★びわこ学院大学コース　 ７月21日
㈬～11月18日㈭９:00～16:00 びわこ
学院大学（布施町） 50人（応募多数
は抽選） ７月６日㈫
②オフィスクリーニング技能講習

６月28日㈪～７月８日㈭ 10:00～16:00
滋賀ビル（JR大津駅前）
40人（応募多数は抽選） ６月15日㈫

③フォークリフト技能講習（７月コース）
７月９日㈮～16日㈮８:00～17:00
クレフィール湖東（平柳町）
20人（応募多数は抽選） ６月24日㈭

※いずれも無料、講習修了後就職合同
面接会実施

おおむね60歳代前半の県内在住で、
講習に関係した就業を希望する人

㈳滋賀県シルバー人材センター連合会
　☎ 077-525-4128　FAX077-527-9490
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  能登川博物館　☎0748-42-6761　
　　　　　　　　　        050-5801-6761

企画展　野口謙蔵展・後期
　前期とは異なる作品群と、野口謙蔵と
親交のあった文化人たちとの交流を紹介
　６月５日㈯～６月20日㈰
ホタル観察会（日程変更の場合あり）
　６月５日㈯ 19:30～20:45
　 30人（申し込みが必要）

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

商家の家訓展
　近江商人が次代に生きる子どもたち
へ残した家訓などを紹介。
　６月８日㈫～９月23日㈷
　 近江商人博物館常設展示室
　 200円（小中学生100円）
タオルでぬいぐるみを作ろう！
　タオルで簡単に犬のぬいぐるみを作ります。
　６月27日㈰ 10:00～12:00
　 てんびんの里文化学習センター
　 こどもから大人までどなたでも
　　（小学校２年生以下は保護者同伴）
　 20人（先着順）※申し込みが必要
　 200円 フェイスタオル１枚、はさみ
能面打ち講座
　木彫りから彩色までの工程を全15回
の講座で作ります。
　６月13日㈰から全15回９:00～12:00
　 てんびんの里文化学習センター
　 10人（先着順）※申し込みが必要
　 8,000円 彫刻刀、はさみ、筆記
　　用具（彫刻刀のない人は１セット
　　14,000円程度で購入いただけます）

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

有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　６月２日㈬ 10:00～11:30
　　　３日㈭ 20:00～21:30
火曜の午後は太極拳で　 300円
　６月８日㈫、22日㈫ 13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　今回はピアノの演奏です
　６月10日㈭ 10:00～11:45
心と体の栄養補給講座　 300円
　６月17日㈭ 10:00～11:30

親子で楽しくリトミック　 一組300円
　６月23日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
スーパーサプライズ
国立中国雑技団特別公演
　７月28日㈬ 19:00開演
　 前売り一般2,500円、中学生以下　
　　1,500円（全席指定）

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

本町パサージュ2010「アートが街にやってくる」
　手芸や工芸などの分野で活動する人が
出店し、手作り作品の展示、販売、実演
などが行われます。
　６月12日㈯ 10:00～16:00
　 八日市本町商店街 アーケード通り

　　　　　　　　　　　　
相談項目 相談日 相談時間 相談場所

市民相談 月～金曜日 ９:00～16:00 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

１日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室

１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

１日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

３日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階会議室

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

25日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

登記相談 18日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による相談）

法律相談
※市民相談室の
　直通電話まで
　予約してくだ
　さい

９日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室
※予約受付（定員６人）６月２日㈬８:30から

16日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室
※予約受付（定員６人）６月９日㈬８:30から

22日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　
※予約受付（定員８人）６月15日㈫８:30から

特設人権なんでも相談 人権課　☎0748-24-5620（直通）

※人権擁護委員
　による相談。
　無料で秘密厳
　守

１日㈫ 13:00～16:00 ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ

１日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

１日㈫ ９:00～12:00 五個荘支所　２階相談室

１日㈫ ９:00～15:00 愛東福祉センターじゅぴあボランティア活動室

１日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

１日㈫ ９:00～16:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室

１日㈫ ９:00～15:30 蒲生支所　２階202会議室

９日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　２階相談室

23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

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
　☎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㈫、15日㈫
28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） ９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。

の市民相談６ 月 市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 050-5801-5616


