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子ども手当の支給日

　10月８日㈮は、６～９月分の子ども手当
の支給日です。金融機関によって振込みの
時間帯が異なりますのでご了承ください。
　また、中学校修了前のお子さんを養育
し、受給資格がある人で、申請がまだの
人は至急手続きをしてください。現在受
給中の人も第２子以降の出生には増額の
申請が必要になります。申請が遅れると
支給開始月が遅くなりますので、出生届
後すぐに手続きをしてください。
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

ヘムスロイド村O
オ ー プ ン

penS
ス タ ジ オ

tudio2010

　ヘムスロイド村で活動している工芸作
家にゲスト作家を迎え、作品づくりの見学
や体験ができるオープンスタジオを開催。
10月30日㈯、31日㈰各10:00～16:00

　雨天決行、申込不要
ことうヘムスロイド村（平柳町）
湖東支所　地域振興グループ

　☎0749-45-0511　 050-5801-0511

手話通訳をご利用ください

　下記の日程で手話通訳者が蒲生支所
に配置されますので、各種手続きや相
談にご利用ください。

各10:00～12:00
10月 ４日㈪、18日㈪
11月 １日㈪、15日㈪
12月 ６日㈪、20日㈪
１月 17日㈪、24日㈪
２月 ７日㈪、21日㈪
３月 ７日㈪、14日㈪

蒲生支所市民生活課　☎0748-55-4883
　 050-5801-4883　℻  0748-55-1160
※記載以外の日時、または蒲生地区以外で
通訳が必要なときは、下記へご連絡ください。
　障害福祉課　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640　℻  0748-24-1052

市民ギャラリー

●柴田翠湖　柴田書道教室作品展
●水野久美子　八日市コミュニティ粘土教室
　10月14日㈭～11月２日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

し尿収集業務のお休み（10月）

２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、11日㈷、
16日㈯、17日㈰、23日㈯、24日㈰、30日
㈯、31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

行政書士無料相談所開設

　遺言、相続の手続き、各種の許認可
申請など、暮らしと役所のさまざまな手
続きについて、行政書士がお答えします。
10月11日㈷13:30～16:00 市役所別館
滋賀県行政書士会湖東支部

　☎0748-52-4858（森沢）

道路交通センサスのお知らせ

　国土交通省では、平成22年９月～11月
にかけて、全国道路・街路交通情勢調査
「道路交通センサス」を実施しています。
　道路交通センサスは、道路の状況調査
や自動車の所有者を対象にしたアンケート
により、自動車の利用状況などを調査し
ます。調査結果は、将来の道路計画や都
市計画などを策定する際の資料とします。
　なお、アンケート調査は、全国の自動
車所有者の中から無作為に抽出された
人のご家庭に、調査員が訪問して行いま
すので、調査へのご協力をお願いします。
滋賀国道事務所調査課

　☎077-523-1741
　http://www.mlit.go.jp/road/h22census/

　10月12日㈫は県立文化産業交流会
館の休館日のため、米原出張窓口は
お休みです。申請には平日の火・水・
木曜日にお越しください。
　なお、大津の窓口（ピアザ淡海１
階）は、土曜日・日曜日・祝日を除き、
申請受付業務を行っています。
滋賀県パスポートセンター

　☎ 077-527-3323

滋賀県パスポートセンター
「米原出張窓口」の休業

男性のための『健康・仲間』づくり講座　 長寿福祉課　☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5645

開催日 時間 内容

①10月29日㈮ 13:30～16:30 知ろう私の余暇時間！活かそう私の余暇時間！

②11月４日㈭ ９:30～11:30 健診に行かなきゃ気づかぬこともある
めざそう老いない脳づくり　～介護予防から～

③11月10日㈬ ９:30～13:30 簡単おいしく健康に 野菜たっぷりお手軽料理 Part１

④ 11月19日㈮ ９:30～13:30 簡単おいしく健康に 野菜たっぷりお手軽料理 Part２

⑤ 11月25日㈭ 13:30～16:30 ITを利用した豊かな生活を送ろう
～知っておこうインターネットの光と影～

⑥12月９日㈭ 13:30～16:30 しめ縄づくり

五個荘保健センター 市内在住のおおむね60歳以上の男性で５回以上受講できる人
先着20人 材料費の実費負担あり 10月15日㈮まで

米トレーサビリティ法がスタートします
　「米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」
平成22年10月から

●平成22年10月から「米トレーサビリティ法」が施行されます。この法律では、生産
者のほか、小売事業者、加工事業者などの「米や米加工品」にかかわる事業者を対
象としています。
※法律の詳しい内容は、農林水産省のホームページをご覧ください。
（http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html）
滋賀農政事務所食糧部計画課（大津市打出浜３－49）　☎ 077-522-4274



広報ひがしおうみ　2010.10.1 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

ーナーコ報情

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：ケーズデンキ八日市店
所在地：中小路町714番地３ほか
届出事項：店舗の出入口の数および位
置の変更
【縦覧】期間：12月27日㈪まで
　 　　場所：商工観光課
商工観光課

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

「東近江市歴史カレッジ」 歴史コース

　東近江が歩んだ歴史について、資料
や映像を交えて紹介します。
10月９日㈯、10月23日㈯各13:30～15:00
埋蔵文化財センター（山路町）
文化財課市史編纂室

　☎0748-42-5031　 050-5801-5011

トレーニング教室（後期）受講生

教室名 開催日
シェイプアップ教室
各13人
月額2,000円

①毎週火曜19:30から
②毎週木曜19:30から

筋力アップトレー
ニング教室
各30人
月額2,500円

①毎週月・水・金曜日
　17:30から
②毎週月・水・金曜日
　19:30から

※受講者は開催日以外にも、毎週土曜
（13:00～15:00）に筋力アップトレーニング
ができます。受講料とは別に保険料1,600
円（年額）が必要（前期受講生は不要）。
愛東福祉センターじゅぴあ
高校生以上（先着順）
愛東保健センター

　☎0749-46-8060　 050-5801-8060

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ビームライフル大会
11月21日㈰ 県立障害者福祉センタ

ー（草津市） 10月18日㈪まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052
　または各支所

市レディース・バレーボール大会

種目：バレーボール、ソフトバレーボール
11月23日㈷８:30から
布引運動公園体育館
バレーボールの部：９月30日現在で

市バレーボール協会に登録しているチー
ム、および市在住の既婚女性で編成し
たチーム。
ソフトバレーボールの部：市在住の女
性で編成したチーム。年齢は18歳以上
で、高校生は除く。（ほか要件あり）
オープンの部（バレーボール）：市在住・
在勤の女性で編成したチーム。年齢は
18歳以上で、高校生は除く。（ほか要件
あり）
※一人一部門のみの出場に限る
10月29日㈮までにスポーツ課へ申し

込んでください。
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

魚のさばき方教室参加者

　「たい」のさばき方（入荷状況により変
更する場合があります）
①10月23日㈯、

　②11月６日㈯
　各13:00～15:00
①市辺コミュニティセン

ター内調理室、
②愛東公民館内調理室
20歳以上 各10人（先着順）
各1,000円
新聞紙１日分、まな板、タオル２枚、

エプロン、包丁（できれば出刃包丁）
10月６日㈬までに下記まで電話で申

し込んでください。（日曜日除く）
八日市公設地方卸売市場

　☎0748-23-6671　 050-5801-1136

手話公開講座参加者

テーマ「聴覚障害者の生活」（講義）
10月８日㈮ 10:00～12:00
市役所別館２階中ホール
市内在住・在勤・在学の人（申し込み

不要）
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052

布引運動公園フィットネス講座受講生

16歳以上 10月２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

★ＬＧスポーツ体験教室受講者募集
10月５日㈫ 19:00～20:00
16歳以上 500円（当日徴収）
電話にて受付中

　※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

高齢者やすらぎ交流ハウスパソコン教室　 長寿福祉課　☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 050-5801-5645

講座名 開催日 時間 期間 回数
パソコン１（知識と基本＋
エクセルの活用） 毎週火曜日 ９:30～12:00 10月26日～３月15日 18回

パソコン２（知識と基本） 毎週土曜日 ９:30～12:00 10月30日～３月12日 18回

パソコン３（知識と基本） 毎週日曜日 ９:30～12:00 10月31日～３月13日 18回

10月１日㈮～15日㈮ おおむね60歳以上の市民（パソコン１は、文字入力可能な人）
各講座先着10人 各5,000円（テキスト代） 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）

講座名 開催日時

ヨガピラティス
各先着30人
5,000円

10/14～12/９（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

Ⓐ10/19～12/７（毎週火曜）
　10:00～11:00

Ⓑ10/14～12/９（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

Ⓐ 10/15～12/10（毎週金曜）
　９:30～10:30
Ⓔ 10/21～12/16（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

Ⓑ 10/15～12/10（毎週金曜）
　10:40～11:40
Ⓒ 10/26～12/21（毎週火曜）
　19:00～20:00
Ⓓ10/26～12/21（毎週火曜）
　20:10～21:10
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消費者セミナー参加者

テーマ「あなたを狙う悪質商法！」
－消ちゃんが語る怖～い、怖～いお話－
※愛東地区高齢者ほがらか学級とのタ
イアップ講座として同時開催
10月18日㈪９:30～11:00
愛東公民館２階会議室
50人（先着）
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。

11月６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

11月８日㈪
10:00～16:00

子どもの体の発達と健
康・救急救命講習

11月９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＝６日のみ受講
②協力会員または両方会員になりたい人
＝３日間すべて受講
蒲生公民館 11月４日㈭まで
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

仕事と生活の調和シンポジウム

内容：トーク＆トーク（姉崎猛内閣府大臣
官房審議官、嘉田由紀子知事）、事例発
表（生活協同組合コープしがの森岡淳子さ
ん）、ワーク・ライフ・バランスミュージカル
（「ザ・デビュー☆男の料理教室」より）など
11月20日㈯ 13:00～16:30
滋賀県立男女共同参画センター（近

江八幡市） 400人（先着順）
11月12日㈮までに、往復ハガキま

たは県男女共同参画課ホームページ
（http://www.pref.shiga.jp/c/danjo/）
で申し込んでください。
男女共同参画課

　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

未就園児事業「子育て講座」

内容：食育ってなに？
講師：ぴーまん食楽部　川南文子先生
開催日時 開催場所

11月２日㈫ ウェルネス八日市

11月18日㈭ 五個荘公民館

11月22日㈪ 蒲生公民館

11月29日㈪ 愛東福祉センター

各10:00～11:30
各会場50組程度（申し込みが必要）
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
※９月号の広報紙でお知らせしました
10月25日㈪の蒲生公民館での「子育て
講座」は10月７日㈭に変更になりました
ので、ご注意ください。

絵てがみ作品展作品募集

働くあなたへ　絵手紙作品展
　働く人や働く人を支えている家族から
のメッセージを「絵手紙」にして、「あり
がとう」の気持ちを伝えてみませんか。
作品テーマ：「働く私を支えてくれるあな
たへ」「働くあなたへ」「仕事と生活」
作品の規定：作品は、絵と文字の入った
「絵てがみ」とします。画材は自由。用
紙の大きさは、郵便はがき（14.8cm×
10cm）または同サイズのもの。作品は、
応募者が創作した未公表のものに限る。
県内在住・在勤の人
応募作品の裏面に、住所・氏名（ふ

りがな）・年齢・性別・連絡先電話番号・
（県外に居住の人のみ）勤務先住所（市
町名のみ）を記載のうえ、12月10日㈮ま
でに、応募先まで郵送（当日消印有効）
または持参してください。
応募先
〒520-8577　大津市京町四丁目１番１号
県庁東館４階滋賀県庁　労政能力開発
課内　絵てがみ作品展事務局
男女共同参画課

　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

勤労青少年ホーム講座受講生

講座名 日時 費用

 書道
20人

第１･３水曜日
18:30～20:30

4,000円
別途材料費

 お菓子とパン
12人

第１･３木曜日
18:30～20:30

4,000円
別途材料費

 料理
15人

第４月曜日
18:30～20:30

4,000円
別途材料費

トールペインティング
15人

第１･３火曜日
18:30～20:30

4,000円
別途材料費

 フラダンス
20人（※１）

第１･３金曜日（※２）
13:30～14:30 6,000円

 ヨガ
20人

第２･４火曜日
13:30～14:30 6,000円

　※１　女性のみ
　※２　11月の開催は第２・４金曜日

期間：10月20日～平成23年２月28日
回数：各８回（料理は５回）
費用・材料費を添えて申し込んでくだ

さい。
勤労青少年ホーム

　☎0748-22-1288　 050-5801-1139

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

秋のキノコ観察会
　猪子山でキノコを採集し、どんなキノ
コが生えているかを調べます。
　10月16日㈯ 13:30～15:30
　 30人（申し込みが必要）
企画展「東近江の災害史」
　市内でこれまでに起こった
災害の歴史を紹介します。
　11月４日㈭～12月５日㈰
秋の民具体験～七輪でサンマを焼こう！～
　11月６日㈯ 10:30～12:00
　 15人（申し込みが必要） 100円

  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。
　11月28日㈰まで
　 近江商人博物館特別展示室
　 200円（小中学生100円）
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ーナーコ報情

 西堀榮三郎記念探検の殿堂   ☎0749-45-0011　　　　　　　　　　　　　　　 050-5802-2291

講演「無給油無着陸の世界一周機・ボ
イジャー：探求と挑戦」
　無給油無着陸で世界一周を達成した飛
行機「ボイジャー」をテーマにした講演会。
　10月９日㈯ 13:00～15:00　 40人
スペースロボットコンテスト予選会
　小惑星探査機「はやぶさ」をテーマにした、
小中学生による自律型ロボットの競技会。
　10月30日㈯９:30～16:30

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
　10月５日㈫、19日㈫13:15～14:30
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　10月６日㈬10:00～11:30
　　　７日㈭ 20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円
　筝と胡弓の演奏
　10月14日㈭10:00～11:45
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　10月20日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
心と体の栄養補給講座　 300円
　10月21日㈭10:00～11:30

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

海援隊トーク＆ライブ2010
　10月２日㈯ 16:00 開演
　 4,500円（全席指定）
タイムスリップ60's～70's
同窓会コンサート
出演：三田明、チェリッ
シュ、加橋かつみ（ザ・
タイガース）、真木ひで
と（オックス）、あべ静江、高道（狩人）、
柏原芳恵、江木俊夫（フォーリーブス）
　10月30日㈯【昼の部】13:30開演
　　　　　　【夜の部】17:00開演
　 前売券5,000円（全席指定）

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

「ちょっと変わった凧　大集合！！」
　収蔵品の中から、形、絵柄などが
ちょっと変わった凧を紹介します。
　10月28日㈭～11月30日㈫
　 300円（小中学生150円）

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

有酸素運動とヨガで健康に
　10月20日㈬10:00～11:30
　 500円
ウェルネス文化発表会
　作品展示や発表。模擬店
や無料体験コーナーもあります。
　10月24日㈰10:00～15:00

　　　　　　　　　　　　
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（※11日㈷は実施しません）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

４日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
５日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
７日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階会議室
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
20日㈬ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階会議室
27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

登記相談 15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

13日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）10月６日㈬８:30から

20日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）10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）10月19日㈫８:30から

合同行政相談 27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

７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
12日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
13日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　２階相談室
13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
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 ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ
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
　☎0748-24-5663　 市役所別館１階
・ぎゃくたいほっとライン ☎0748-24-5687
・子どもでんわ相談 ☎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 ５日㈫、19日㈫
25日㈪、11月2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

税務無料相談 15日㈮ 13:30～16:30 予約受付（定員６人）10月４日㈪～14日㈭市民税課  ☎0748-24-5604
※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）
  　　　　　　　　　 050-5801-561610 月 の市民相談

　建築物の新築や、増改築をする場
合は、一部を除き建築基準法に基づ
く「建築確認申請」の手続きが必要で
す。手続きをされない場合は、法律
違反になりますのでご注意ください。
建築指導課　☎0748-24-5656

　　　　　　　 050-5801-5656

10月11日㈷～17日㈰
違反建築物防止週間


