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税理士による無料相談

　所得 税、相続税、
贈与税などの各種税
に関することや、税の
申告に関する相談会
です。

９月17日㈮ 13:30～16:30（一人30分）
市役所本庁舎　１階１Ａ会議室
６人（先着順）
９月６日㈪～16日㈭の間にお申し込み

　ください。（電話可）
市民税課

　☎0748-24-5604　 050-5801-5604

人権ふれあい市民のつどい

　人権文化の花咲く東近江市の実現を
めざそう！
● じんけんコンサート「F

フライ

ly t
トゥ

o y
ユ ア

our h
ハ ー ト

eart」
　出演：紙ひこうき（フォークグループ）
● 講演「人権力を養う
　　　 ～想像力を広げる視点～」
　講師：辛

しん

淑
す ご

玉さん

９月11日㈯ 13:30～16:30
八日市文化芸術会館

＊手話通訳、要約筆記、託児所あり
＊各支所より送迎あり（申し込みが必要）

人権課
　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

市民ギャラリー

● 鵜飼雅樹水彩画サークル展
● ハートピア八日市展
　９月２日㈭～９月27日㈪
● 平尾水墨展
●さくら会押花絵展
　９月29日㈬～10月12日㈫

市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

景観法の届出先が変わります

10月１日から景観行政団体に移行します
　景観行政団体への移行にともない、景
観法の届出先が東近江市になります。
　詳しくは、市ホームページをご覧いただ
くか、担当課へお問い合わせください。

都市整備課
　☎0748-24-5655　 050-5801-5655

東近江美術協会小品展

洋画・日本画・立体などの展示
９月29日㈬～10月３日㈰16:00
八日市図書館２階 集会室・ギャラリー
東近江美術協会（紅谷）

　☎0748-22-3371

し尿収集業務のお休み（９月）

４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、18日㈯、
19日㈰、20日㈷、23日㈷、25日㈯、26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

消費生活フェスタin東近江
消費生活相談会

弁護士による対面相談
９月19日㈰ 10:00～16:00
ショッピングプラザアピア４階 研修室B
６名（先着順）

　※申し込み必要
＊１階セントラルコ
ートでは、消費生
活に関する展示会
や催しも開催。

滋賀県県民生活課　消費生活担当
　☎077-528-3412

秋期「緑の募金」活動

　９月１日から10月31日まで、秋期「緑の
募金」啓発活動を実施します。秋期は、
県下一斉の街頭啓発や、企業、事業所
などを対象とした啓発活動を展開しま
す。なお、春期「緑の募金」では、本市で
4,608,857円の善意の募金をお寄せいた
だきました。自治会、職場、街頭でご協力
いただきましたことにお礼申し上げます。

河辺いきものの森　☎0748-20-5211

宝くじ助成金で備品を整備

　建部地区自治会連合会では、宝くじ
の助成金を活用して、コミュニティ活動
の推進を図るた
めの屋外放送設
備、視聴覚機材
などの備品を整
備されました。

総務課
　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

停電により自動交付機が
　一時使えなくなります

　市役所庁舎の電力設備点検によ
る停電のため、本庁舎と各支所に設
置の自動交付機が一時使用できなく
なります。みなさんにはご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をよ
ろしくお願いします。
自動交付機使用停止期間
　９月20日㈷８:30～13:00

市民課
☎0748-24-5630 050-5801-5630

楽しみながら
歯について学んでみませんか？

★無料歯科相談、
ブラッシング指導、
歯 周 病チェック、
フッ素洗口体験、
口と歯をテーマに
したクイズゲーム、
お楽しみ抽選会など盛りだくさん！

９月12日㈰ 13:00～15:30
近江八幡マイカル２番街

　１階センターコート（近江八幡市）
滋賀県歯科医師会湖東支部

　☎0748-48-7370

フェスタは歯 は

第 10 回
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未就園児事業「子育て講座」

　親子でふれあい遊びを楽しみながら、
子どもの素晴らしさ、子育ての喜びにつ
いてお話を聞きます。

開催日 開催場所

10月６日㈬ 永源寺公民館

10月14日㈭ ウェルネス八日市

10月22日㈮ やわらぎホール

10月25日㈪ 蒲生公民館

いずれも10:00～11:30
各会場50組（先着順）※申し込み必要

各地区の子育て支援センター
　八日市　☎0748-22-8201
　能登川　☎0748-42-8510
　五個荘　☎0748-45-5558
　湖東　　☎0749-45-4011
　愛東　　☎0749-46-8260
　永源寺　 050-5802-8984
　蒲生　　☎0748-55-0113

盲学校オープンスクール

　盲学校専攻科でのあん摩施術の見学
などで学習内容の理解を深めます。

９月27日㈪９:30～14：00
滋賀県立盲学校（彦根市）
９月17日㈮までに電話でお申し込みく

ださい。
滋賀県立盲学校　☎0749-22-2321

八日市高等学校開放講座受講者

テーマ：書に親しむ（全７回）
10月24日㈰、10月31日㈰、11月７日㈰、

　11月14日㈰、11月21日㈰、11月28日㈰、
　12月５日㈰　いずれも10:00～12：00

滋賀県立八日市高等学校
中学生以上
25人（先着順）
4,000円（18歳未満は半額）
９月27日㈪～ 10月１日㈮

　往復はがきでお申し込みください。
八日市高等学校 開放講座係

　〒527-0022　八日市上之町１番25号
　☎0748-22-1515

東近江市健康応援団

　本市では ､健康ひがしおうみ21（東近
江市健康増進計画）にもとづき「だれも
が笑顔で暮らせるまちづくり」の実現をめ
ざして、地域ぐるみの健康づくりの輪を
広げています。
　健康づくりへの取り組みを実践されて
いる団体を「健康応援団」として登録し、
その取り組みを広く市民のみなさんに紹
介します。
★登録内容は次の６コース
　栄養／運動／こころの健康／たばこ／
　アルコール／歯の健康（詳細は健康カ
　レンダー18ページをご覧ください）

健康づくりに取り組んでおられる市内
　の商店、企業、団体など
＊登録基準に該当するかの審査あり

９月１日㈬～ 11月30日㈫
健康推進課

　☎0748-24-5646　 050-5801-5646

シニアパソコン講座受講生

　パソコンボランティア能登川「和
やわらぎ

ねっ
と！」によるパソコン講座。

平成22年10月から平成23年９月まで
　の毎月第１・第３火曜日
　いずれも10:00～12:00

障害者福祉センター「水車野園」
シニア世代のパソコン初心者
14,000円（テキスト代など）
16人（先着順）　 ９月17日㈮まで

長寿福祉課
　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

パソコンボランティア養成講座受講生

　パソコンボランティア能登川「和
やわらぎ

ねっ
と！」によるボランティア養成講座。

10月16日～11月13日の毎週土曜日
　 全５回 14:00～15:30

東近江市勤労者会館など
パソコンでの文書入力ができる人
10人（先着順）　 10月15日㈮まで

東近江市社会福祉協議会能登川支所
　☎0748-42-8703　 050-5802-2989

オストメイト地域相談会

　皮膚・排泄ケア認定看護師による講
演と相談会です。

９月18日㈯ 13:30～15:30
市役所別館　中ホール
オストメイトとその家族
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　FAX0748-24-1052

東近江市歴史カレッジ 古文書コース

　東近江市に伝わる古文書を読み、ふ
るさとの歴史を学びます。

９月４日㈯ 初級編
　９月11日㈯、18日㈯、10月２日㈯ 中級編
　各日13:30～15:00

埋蔵文化財センター（山路町）
100円（資料代）
くずし字辞典（中級編）
随時（平日8:30～17：00）　

文化財課市史編纂室
　☎0748-42-5031　 050-5801-5011

市営住宅入居者募集
住宅課　☎0748-24-5652　 050-5801-5652

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

今堀団地 １戸 簡易耐火２階建 ２DK 8,400円～12,600円 25,200円～37,800円

ひばり丘団地 ２戸 中層耐火３・４階建 ２LDK 19,200円～30,200円 57,600円～90,600円

ひばり丘団地
（準特定優良賃貸住宅）

１戸 中層耐火３階建 ２LDK 23,800円～35,400円 71,400円～106,200円

神郷団地 ２戸 簡易耐火２階建 ２･3DK 12,900円～22,100円 38,700円～66,300円

※今回募集する住宅は、単身入居できません。
★募 集 期 間 ＝９月１日㈬～８日㈬　
★入居可能日＝10月６日㈬以降。なお入居可能日から家賃が発生します。
★選 考 方 法 ＝応募者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
を決定します。選考が難しい場合は公開抽選を行います。

住宅課で相談後、書類を提出。入居申し込みには、資格条件があります。
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手話公開講座

★テーマ「手話の基礎知識」（講義）
９月10日㈮ 10:00～12:00
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
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　FAX0748-24-1052

自衛官等採用試験
（平成23年３月・４月入隊入校）

区分 対象 一次試験
防 衛
大 学 校
学 生

高卒（見込含）
21 歳未満

11月６日㈯
　　７日㈰

防 衛 医 科
大 学 校
学 生

高卒（見込含）
21 歳未満

10月30日㈯
　　31日㈰

看 護 学 生 高卒（見込含）
24歳未満 10月23日㈯

９月６日㈪～ 10月１日㈮
自衛隊近江八幡地域事務所

　☎0748-33-2103

NHK-BS2 公開録画番組

★あなたの街で夢コンサート
　全国のアマチュア音楽家がプロのオー
ケストラと共演する夢のステージショー。
司　会：渡辺徹・首藤奈知子アナウンサー
管弦楽：大阪センチュリー交響楽団
指　揮：円光寺雅彦

10月14日㈭18:30開演（予定）
八日市文化芸術会館
９月24日㈮までに郵便往復はがき（私

製は不可）で申し込んでください。
【往信用裏面】⑴郵便番号⑵住所⑶氏名
【返信用表面】⑴郵便番号⑵住所⑶氏名
【返信用裏面】何も書かないでください。

抽選結果を印刷して返送します。
＊応募多数の場合は抽選のうえ入場整
理券（１枚で２人入場可）をお送りします。

東近江市教育委員会生涯学習課
　「あなたの街で夢コンサート」係
　〒527-8527　八日市緑町10－５
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

滋賀県障害者スポーツ大会

卓球競技
10月31日㈰ 　 草津市立総合体育館

（草津市）　 ９月22日㈬まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　FAX0748-24-1052
　または各支所

点字の世界受講者

　点字の世界をやさしくご案内。初級・
中級・応用の３コースから選べます。

10月９日㈯、10月16日㈯、10月30日㈯、
　 11月６日㈯、11月13日㈯、11月20日㈯
　いずれも14:00～17：10

滋賀県立盲学校（彦根市）
点字に興味のある人
30人（先着順）
3,500円、初級コースのみ別途1,200円
９月13日㈪～ 10月１日㈮

　電話でお申し込みください。
滋賀県立盲学校　☎0749-22-2321

希望が丘チャレンジャーキャンプ

　楽しみながら自然科学
の入門ができるキャンプ。
季節の移り変わりを感じ
ながら、子どもたちの冒
険心を満たしてくれます。

（３回シリーズ）
第１回　10月16日㈯９:30～16:00

　第２回　11月14日㈰９:30～16:00
　第３回　12月４日㈯９:30～
　　　　　　　５日㈰16：00（１泊２日）

滋賀県希望が丘文化公園（竜王町）
小学校４・５・６年生　 30人（先着順）
10,000円（３回分・食材費など）

＊詳細はお問い合わせください。
希望が丘文化公園野外活動センター

　☎077-586-1100　FAX0748-58-0220
　ﾒｰﾙ  kibou-yagai@shiga-bunshin.or.jp

ウェルネス講座受講生

有酸素運動とヨガで健康に
９月15日㈬ 10:00～11:30　 500円

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

東近江市民体育大会参加者

★種目＝水泳
９月12日㈰８:30から
布引運動公園プール　
９月６日㈪まで　

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

水泳教室受講生

９月19日～11月21日の毎週日曜日
　（10月17日、11月７日を除く）全８回
　いずれも10:00～11:00

５歳～12歳　 6,400円
布引運動公園プール

東近江水泳連盟（川部） 
　☎0748-37-1010

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

タカの渡り観察会
　９月19日㈰９:00～11:30
　 30人（申し込みが必要）
企画展「東近江の溜

ためいけ

池」
　市内にある溜池の歴史や自然を紹介
します。
　９月29日㈬～ 10月31日㈰
国際生物多様性年記念巡回展「ほっと
けん！淡海の生きもののにぎわい」
　COP10 の開催にあわせて、さまざま
な多様性を紹介します。（滋賀県琵琶湖
環境部自然環境保全課主催）
　９月29日㈬～ 10月31日㈰
秋を染めよう
　身近な自然の植物を材料にハンカチ
を染めます。
　10月10日㈰ 13:30～15:30
　 15人（申し込みが必要） 300円

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
　９月１日㈬ 10:00～11:30
　　　２日㈭ 20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円
　出演：しのぶえ千草（篠笛の演奏）
　９月９日㈭ 10:00～11:45



広報ひがしおうみ　2010.9.1 10

◎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

ーナーコ報情

火曜の午後は太極拳で　 300円
　９月14日㈫、28日㈫ 13:15～14:30
心と体の栄養補給講座　 300円
　９月16日㈭ 10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　９月22日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
あかねH

ヒ ュ ー マ ン

uman R
ラ イ ツ

ights 2010
　守山漁業協同組合青年部長の戸田直
弘さんを講師に迎え、漁師の思いからの
男女共同参画を発信していただきます。
　あかね直販ブース開設。
　９月23日㈷ 10:00～11:35

 八日市大凧会館  ☎0748-23-0081
　　　　　　　　　             050-5801-1140

2010年八日市大凧まつり写真コンクール展
　５月30日に開催した2010年八日市大
凧まつりの写真コンクール展。
　９月11日㈯～９月26日㈰
　９:00～17:00（入館は16:30まで）
　＊写真コンク
　ール展は入館
　無料。

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

秋季企画展
「語り継がれる近江商人 エピソード１」
　近江商人のエピソードを紹介し、そ
の商人の逸話に関する資料を展示。
　９月14日㈫～11月28日㈰
　 近江商人博物館特別展示室
　 200円（小中学生100円）
論
ろん

語
ご

素
そ

読
どく

入門講座【後期】
　近江商人も学んだ「論語」を声に出し
て読む講座です。
　10月９日㈯、11月13日㈯、12月11日㈯、
　平成23年１月８日㈯、２月19日㈯
　（全５回）いずれも10:00～12:00
　 てんびんの里文化学習センター
　 子どもから大人までどなたでも
　　（小学２年生以下は保護者同伴）
　 40人（先着順）※申し込みが必要
　 500円（テキスト代・全５回分）

　　　　　　　　　　　　
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

２日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階会議室
７日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
９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㈬ 10:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
21日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
22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
24日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

登記相談 17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

８日㈬ 13:00～16:00 五個荘支所　１階第３会議室
※予約受付（定員６人）９月１日㈬８:30から

15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）９月８日㈬８:30から

28日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　
※予約受付（定員８人）９月21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

８日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　２階相談室
８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
９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
17日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
21日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈫ 13:00～16:00 ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ

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 ７日㈫、21日㈫
27日㈪、10月５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） ８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。

市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 050-5801-5616９ 月 の市民相談

▲

東近江市長賞
　「百畳大凧の舞」
　川村恒雄さん
　（彦根市）

９月21日㈫～9月30日㈭

秋の全国交 通安全運動
９月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」です

毎月15日は、
『高齢者交通安全の日』
思いやり運転・マナーアップを！！

①加齢による身体機能変化を
　　　　　　　自覚する体験研修
　 9月27日㈪ 13:30～16:30
　 高齢者ドライバー
　 20人　 ９月15日㈬まで

②安全な夜間の歩行や自転車を
　　　　　　　利用する体験研修
　 9月30日㈭17:00～19:30
　 自動車を運転しない高齢者
　 20人　 ９月15日㈬まで

※①、②とも会場は八日市自動車教習所です。参加無料。
交通政策課　☎ 0748-24-5658　 050-5801-5658

★ふれあい交通教室に参加しませんか？


