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正しい電気計器を使いましょう

●証明用電気計器（子
こ

メーター）とは
　貸しビル、アパートなどで一括して電
力会社に支払った電気料金を、各テナ
ントなどの電気の使用量に応じて配分す
るためのもので、計量法で有効期限が
定められています。
　有効期限は計器前面の「検定ラベル」
または「適合ラベル」で確認できます。
検定、検査を受けた電気計器を使いま
しょう。
日本電気計器検定所　関西支社

　☎06-6451-2355

あなたの大切な人のため
健診・検診に行こう

　市の健診・検診は、
みなさんに受診してもら
えるよう、費用の一部
を市が負担しています。
　日本では昭和56年以

降、がんが死因の第１位になっています。
本市も同様の状況であり、全体の約３割
の人ががんで亡くなっています。定期的
にがん検診を受けましょう。
★指定医療機関および受診できる検診項
目は、健康カレンダー13～14ページまたは
市ホームページをご確認ください。
健康推進課

　☎0748-24-5646　 050-5801-5646

11月は労働保険適用促進強化月間

　労働保険（労働保険
と雇用保険）は、安心
して働けるよう政府が
管理・運営している保
険制度です。労働者を
１人でも雇用すれば、
業種や規模に関わらず、すべて労働保険
に加入する必要があります。（農林水産
の一部事業を除く）
　労働保険にまだ加入されていない事
業主の人は、労働基準監督署またはハ
ローワークで加入手続きを行いましょう。
滋賀労働局　☎077-522-6520

　東近江労働基準監督署 ☎0748-22-0394
　ハローワーク東近江　☎0748-22-1020

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

11月14日㈰ 10:00～15:00（雨天中止）
市役所駐車場
11月６日㈯当日９:30から10:00までに

ショッピングプラザアピア（八日市浜野
町）４階アピアホールにお越しください。
10:00より抽選にて出店者を決定します。
※電話申込不可、販売を仕事にしてい
る人は出店不可。
80区画（一人１区画のみ）
500円（申込時前払い、返金なし）

★出品＝家庭不用品や環境を考えて手作
りしたもの ※食料品や合成洗剤は不可
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

市民ギャラリー

●木曜会油絵展
●延命荘押し花教室展
　11月５日㈮～11月22日㈪
●ゆめっちの絵画展
●えんぴつ教室作品展
　11月25日㈭～12月14日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

「食べる」を考えるつどい

　テーマ：「食は生命をつなぐもの～子
どもたちに安心して食べさせるために～」
●学校栄養教諭による食育劇
●地産地消活動事例発表
　発表：池田牧場、あいとう直売館
●講演「テレビじゃ放送できない食の裏話」
　講師：食アドバイザー　垣田達哉さん
11月20日㈯ 13:30～16:00
愛東公民館

＊12:30から展示、加工品の販売などを実施
＊無料保育あり（申し込みが必要）
農林水産課

　☎0748-24-5660　 050-5801-5660
　消費生活課
　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

「環境美化の日」美化活動にご協力を

　12月１日の「環境美化の日」にあわせ
て、県下一斉に清掃活動を実施します。
12月１日㈬９:30～11:00（小雨決行）
能登川地区愛知川左岸河川敷

集合場所＝愛知川葉枝見橋下流付近 河川
敷駐車場　※ごみ袋・軍手はお渡しします。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

ワンストップ･サービス･ディ

　仕事を探している人で、住宅支援、
生活支援の相談を希望される人を対
象に、ワンストップ・サービス・ディ
を開催します。
11月25日㈭９:00～16:00
ハローワーク東近江（八日市緑町）
社会福祉課

☎0748-24-5644 050-5801-5644

集団健診・検診の追加実施日程
健康推進課　☎0748-24-5646　 050-5801-5646

種　類 対象者 自己負担金 当日の持ち物

胃がん検診 40歳以上の市民 1,000円
（75歳以上は無料） 受診票

一般健診 19歳～39歳の市民 1,000円 受診券・質問票

特定健診 40歳～74歳で国民健康
保険に加入の市民 1,000円 受診券・保険証・質問票

高齢者健診 75歳以上の市民
（後期高齢者医療制度加入者） 無　料 受診券・保険証・質問票

４月１日以降に上記の健診を受けていない人
11月５日㈮から健康推進課または健診会場の保健センターにて（予約制・先着順）

12月２日㈭＝蒲生支所、12月６日㈪＝能登川保健センター、
　　12月10日㈮＝八日市保健センター　※時間はいずれも９:00～11:00
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木造住宅への耐震シェルターに助成

　震災時に倒壊する可能性が高いと診
断された木造住宅に、耐震シェルターや
防災ベッドを設置する場合、費用の一部
（限度額20万円）を助成します。
　該当基準など詳しくは
お問い合わせください。
生活安全対策課

　☎0748-24-5617　 050-5801-5617

し尿収集業務のお休み（11月）

３日㈷、６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、
20日㈯、21日㈰、23日㈷、27日㈯、28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

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成23年２月17日㈭午後
立命館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市）
11月12日㈮ 17:00まで

＊申込書は下水道課で配布。
下水道課

　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

設置しましたか？住宅用火災警報器

★平成23年５月31日までに、すべての
　住宅で警報器の設置が必要です
　近年、住宅火災での死者が増加して
います。火災を早期に発見し、逃げ遅れ
を防ぐため、消防法の改正により住宅用
火災警報器の設置が義務化されました。
＊警報器に関するお問い合わせ、ご相
談は、最寄の消防署までお願いします。
八日市消防署　☎0748-22-7610

　能登川消防署　☎0748-42-0119

未就園児事業「子育て講座」

◆親子でふれあい体操を楽しみましょう
講師＝徳田隆子さん（シェイプアップア
カデミー）

開催日 開催場所

12月１日㈬ 蒲生公民館

12月６日㈪ ウェルネス八日市

12月13日㈪ 永源寺地域産業振興会館

12月20日㈪ 五個荘公民館

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

凪
なぎ

の会おうみ

　大切な家族を自死で亡くした遺族が集
まり、自らの体験を語り、聞くことで、少し
ずつ自分の心を整理していく集いです。
悲しみ、寂しさ、怒りなどの抱えている気
持ちを、安心して話していただけます。
11月27日㈯ 14:00～15:30
東近江保健所（八日市緑町）
300円（茶菓子代）
滋賀県立精神保健福祉センター

　☎077-567-5010

州立北ミシガン大学姉妹都市奨学生

　アメリカ・マーケット市にある北ミシガ
ン大学に留学する姉妹都市奨学生（授
業料と寮費を免除）を募集します。
★留学期間＝平成23年８月～24年５月
１人　 11月１日㈪～25日㈭

◆一次試験：筆記（英語）・英会話＝12
月５日㈰ ＊応募資格など詳細について
はお問い合わせください。

企画課
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

東近江市歴史カレッジ 歴史コース

　東近江市の歩んだ歴史につ
いて、資料や映像を交えて紹
介します。
◆戦国合戦～東近江の舞台～
11月13日㈯13:30～15:00

◆東近江の地形と成り立ち
11月20日㈯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

子育て支援講座受講生

◆伝わる文章の書き方講座
講師＝祖父江立美さん（う～ぴ企画）
11月11日㈭10:00～12:00　 20人
ウェルネス八日市（建部上中町）

◆やさしいブログ開設講座
講師＝藤沢栄一さん（滋賀咲くブログ編集長）
12月７日㈫９:30～12:30　 20人
市役所別館中ホール
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

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

職　種 募集人数 受　験　資　格

保　健　師 ２名程度
・昭和55年４月２日以降に生まれた人
・保健師の資格を有する人、または平成23年３月末までに
　取得が確実な人

幼稚園教諭
保　育　士

４名程度
・昭和55年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人
・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＝11月19日㈮まで ★試験日＝12月５日㈰ ★試験会場＝ひばり公園内みすまの館
★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。

11月12日㈮～25日㈭
◎11月25日は「女性に対
する暴力撤廃国際日」です

女性に対する暴力をなくす運動
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東近江市ソフトバレーボール大会
参加チーム

★部門＝レディース・男女混合
12月19日㈰９:00から　 布引体育館
2,000円 　 先着60チーム
11月30日㈫まで
東近江市バレーボール協会（中川）

　☎090-8886-3560

ファミリー・サポート・センター会員

会員になるには講座の受講が必要です。
12月11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

12月13日㈪
10:00～16:00

・子どもの体の発達と健康
・救急救命講習

12月14日㈫
10:00～14:30

・楽しいな、絵本
・子どもと子育て

①依頼会員（育児の支援が必要な人）
　　＝11日のみ受講
　②協力会員（育児の支援ができる人）
　　または両方会員になりたい人
　　＝３日間すべてを受講
ウェルネス八日市  12月９日㈭まで
ファミリー･サポート･センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

コミスポカップ
バドミントン競技大会参加者

★種目＝男子ダブルス・女子ダブルス・
混合ダブルス
12月５日㈰９:00から　
布引運動公園体育館
本市または愛荘町、日野町、竜王町、近

江八幡市に在住または在勤の人（小・中
学生、高校生も参加できます）
１人1,000円（中学生以下は500円）
11月20日㈯まで　
布引運動公園体育館

　☎0748-20-0987

ウェルネス講座受講生

有酸素運動とヨガで健康に
11月17日㈬ 10:00～11:30　 500円
ウェルネス八日市

　☎0748-22-8800　 050-5801-1137

自衛官等採用試験
（平成23年４月入隊入校）

項目 対象 一次試験

高等工科
学校生徒

中卒（見込含）
15歳以上
17歳未満

平成23年
１月22日㈯

予 備
自衛官補

一般：18歳以上
　　34歳未満
技能：18歳以上
　　55歳未満

平成23年
４月上旬

高等工科学校の願書受付：11月１日㈪
～平成23年１月７日㈮　※予備自衛官補
の詳細についてはお問い合わせください。

自衛隊近江八幡地域事務所
　☎0748-33-2103

愛知川の愛林作業体験と
ほくほく焼き芋イベント2010参加者

　枯れ竹の間伐作業や門松
づくり講習、焼き芋づくりに
挑戦します。
12月４日㈯９:00～12:00
阿弥陀堂町地先

　愛知川葉枝見橋下流広場
100人（先着順）　 200円
のこぎり・なた、水筒、タオルなど
11月26日㈮まで郵送またはファック

スでお申し込みください。
〒527-8511　八日市緑町７-23

　東近江土木事務所　河川砂防課
　☎0748-22-7746　℻   0748-23-4163

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

関西文化の日　入館料無料
◆11月27日㈯、11月28日㈰の二日間
常設展示室、特別展示室ともに無料で
入館していただけます。
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）

ぬくもりメッセージ2010作品募集   人権課  ☎0748-24-5673  050-5801-5691

　「人権」って私にとって関係ない？他人事？になっていませんか。「人が幸せになるた
めに」自分のこと、友達のこと、家族のこと、住んでいる地域のことなどを考えてみ
ましょう。みなさんからの願いや思い、感じていることをメッセージにしてください。

応募資格 市内在住または在勤・在学の人。※小・中学生は学校を通じての応募となります。

応募作品
【標語】一人２点以内（ハガキサイズの用紙）
【作文】一人１点（400字詰め原稿用紙３枚以内で作文・詩・エッセイなど表現は自由）
【ポスター】一人１点（380×540mm〈四つ切画用紙のサイズ〉。画材、用紙の向きは自由）

応募期限 12月28日㈫（当日消印有効）

応 募 先 〒527-8527　東近江市八日市緑町10番５号　東近江市役所人権課宛

◎東近江元旦健康マラソン大会

平成23年１月１日㈷９:00から
布引運動公園陸上競技場

種　　目 距離
１部 一般男子（40歳以上） 10.0km
２部 一般男子（39歳以下） 10.0km
３部 高校男子 10.0km
４部 一般女子（高校生含む）10.0km
５部 一般男子（高校生含む） 5.0km
６部 一般女子 5.0km
７部 高校女子（中学生含む） 5.0km
８部 中学男子 5.0km
９部 中学女子 3.0km
10部 小学男子（３年生以上） 3.0km
11部 小学女子（３年生以上） 3.0km
ジョギングの部（小学生以上） 3.0km

※年齢の基準日は大会当日。
一般男女10km＝2,000円、同５km

＝1,500円、高校生以下・ジョギング＝
1,000円（傷害保険料含む）
11月22日㈪まで　

★大会運営スタッフも募集！
高校生以上　 若干名
11月30日㈫まで　
スポーツ課　☎0748-24-5674

　　　　　　　　 050-5801-5674
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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
　11月４日㈭ 20:00～21:30
　　　10日㈬10:00～11:30
音楽の散歩道　 400円
　弦楽アンサンブルの演奏
　11月11日㈭10:00～11:45
火曜の午後は太極拳で　 300円
　11月16日㈫、30日㈫13:15～14:30
心と体の栄養補給講座　 300円
　11月18日㈭10:00～11:30
ファミリーコンサート「小さなおくりもの」
　乳幼児から入場できるクラシックコン
サートです。
　11月21日㈰10:30、14:00の２回公演
　 前売り500円（全席自由）
　　※３歳以上有料
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　11月24日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

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

本町「秋」パサージュ2010
　八日市本町商店
街アーケード通り
で、手作り作品、
手作り食品の展
示・販売、実演が行われます。
　11月13日㈯ 10:30～15:00

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

企画展「東近江の災害史」
　市内でこれまでに起こった自然災害の
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
秋の猪子山探検
　猪子山で「秋」を探し集め、工作して
遊びます。
　11月13日㈯ 10:30～12:00
　 30人（申し込みが必要）
オリジナルリース創

つく

り
　博物館周辺の野山で植物を採集し、
オリジナルのリースを創ります。
　12月４日㈯ 13:00～16:00
　 30人（申し込みが必要）

　　　　　　　　　　　　
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 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
４日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階会議室
10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
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
17日㈬ 10:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
22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 五個荘支所　１階第３会議室※予約受付（定員６人）１1月４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）１1月10日㈬８:30から

30日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）11月24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

10日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
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 ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ
19日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
22日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
24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 ２日㈫、16日㈫
22日㈪、12月７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

税務無料相談 19日㈮ 13:30～16:30 予約受付（定員６人）11月８日㈪～18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）
  　　　　　　　　　 050-5801-561611 月 の市民相談

労働時間適正化
キャンペーン期間

　滋賀労働局では、労働時間適正
化キャンペーンの取り組みの一つ
として、全国一斉に「労働時間相
談ダイヤル（無料）」を実施します。
11月６日㈯９:00～17:00

☎0120-7
なくしましょう

94-7
長 い 残 業

13
　　　　　　　（フリーダイヤル）

労働時間労働時間
キャンペーンキャンペーン11月は

勤労感謝の日

全国一斉労働トラブル110番

　滋賀県司法書士会では、給料
の未払い、サービス残業の強要な
ど、労働に関するトラブルの無料
相談を実施します。
11月23日㈷10:00～16:00

☎077-525-1093

ひとりで抱えていませんか？


