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2011年版県民手帳販売

　最新の滋賀県の様子がわかる統計資
料や知っていると便利な暮らしの情報な
ど盛りだくさんの内容が、コンパクトに
まとめられています。企画課または各支
所地域振興グループで購入できます。
平成23年１月31日㈪まで １冊500円
企画課

　☎0748-24-5610　 0505-801-5610

市教育研究所研究発表大会・教育講演会

　研究員による研究報告、マリンバ奏
者松本真理子さん（前奈良県教育委員
会教育委員）によるトーク
＆コンサート
平成23年１月５日㈬

　13:30～16:30
八日市文化芸術会館
教育研究所

　☎0749-45-3738　 0505-802-3274

あいとう地区公開講座

「認知症になっても安心して暮らせる地
域づくり」　講師：太田清蔵氏（NPO法
人結

ゆい

の家代表）
12月７日㈫ 13:30から
愛東福祉センターじゅぴあ
あいとう診療所

　☎0749-46-8030　 0505-801-8030

12・１月のし尿収集業務のお休み

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域

12月
４日㈯･５日㈰･11日㈯･12日㈰
18日㈯･19日㈰･23日㈷･25日㈯
26日㈰･29日㈬･30日㈭･31日㈮

１月
１日㈷･２日㈰・３日㈪・８日㈯
９日㈰･10日㈷･15日㈯・16日㈰
22日㈯･23日㈰･29日㈯･30日㈰

　年末のし尿収集は、毎年12月中旬以降
に混み合いますので、20日以後にお申し
込みいただいても、年内にくみ取りができ
ないことがあります。12月にし尿くみ取り
を予定されている人は、余裕を持って12
月10日㈮までにお申し込みください。
　なお、年末年始など、指定された収集
日以外のくみ取りは行っておりませんの
で、日ごろから便槽の量を確かめるなど
の適切な管理をお願いします。
★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、12月22日㈬までに各収集業者へ
生活環境課

　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

調理師業務従事者届の提出

　調理師免許を所持し、現に滋賀県内
の飲食店、給食施設、多人数に対して
飲食物を調理して提供する施設などに
従事している調理師の人は、調理師法
により２年ごとに12月31日現在の調理業
務従事状況を知事に届け出る必要があ
ります。平成22年度は届出の年となって
います。「調理師業務従事者届」に記入
の上、平成23年１月15日㈯までに届出
を済ませてください。
東近江保健所　☎0748-22-1253

宝くじ助成金で備品を整備

　蒲生地区まちづくり協議会では、宝くじ
の助成金でコミュニティ活動の推進を図る
ための放送設
備、イベント備
品、研修機器
などの備品を整
備されました。
総務課

　☎0748-24-5600　 0505-801-5600

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書をご提出ください
　毎年、１月１日を基準に農業委員会委員選挙人名簿を作成しています。
　10アール以上の農地を経営する人には12月中旬に登載申請書を配付しますので、
下記対象者に該当される場合は、返信用封筒に入れて郵送または各地域の農業委
員会協力員にお渡しいただくか、農業委員会事務局もしくは各支所地域振興グルー
プまで直接ご持参ください。なお、市外に農地を所有している農業経営者などに
は配付されないことがありますので、この場合は下記までお申し出ください。
※選挙人名簿に氏名が登載されていなければ投票できません。
市内在住の満20歳以上（平成３年４月１日以前生）で、①もしくは②に該当する人

① 10アール（1,000㎡）以上の農地（田、畑）を耕作する農業経営者
②上記①の同居の親族またはその配偶者で年間60日以上農業に従事している人
申請書提出期限　平成23年１月７日㈮（必着）

農業委員会　☎0748-24-5682　 0505-801-5682

　今年度中に人間ドッグ・脳ドック健診を受診予定の人で、まだ申し込みをさ
れていない人は保険年金課または各支所にて手続きをしてください。
■対象者
　・国民健康保険加入の19歳から74歳までの人
　・健診時に市内に３ヶ月以上在住で保険料を完納している人
※特定健康診査をすでに受けておられる場合、助成対象外です。　
保険年金課　☎0748-24-5631　 0505-801-5631

国民健康保険からのお知らせ

今年度の人間ドック・脳ドッグ健診費用助成の申し込みが
12月28日㈫で終了しますIP電話番号の表記について

　これまで IP電話番号の表記は
050-580X-XXXXと区切って表記し
てきました。しかし、東近江ケー
ブルネットワーク加入者間で IP電
話を利用する場合は、最初の0505
を省略し、80X-XXXXでかけること
ができるため、これまでの表記で
は誤って580X-XXXXとダイヤルさ
れ、発信できず混乱される場合が
ありました。
　このことから、誤った発信を防
ぐため、今月号よりIP電話番号を
0505-80X-XXXXと表記いたします。
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いのちと人権を考えるセミナー

演題「いのち輝いて」　講師：山本文子さん
（NPO法人いのちの応援舎代表、助産師）
12月９日㈭19:00～20:30（受付18:30）
ショッピングプラザアピア４階研修室

（八日市浜野町） 先着100人
住所・氏名・電話番号を記入して人

権課まで（電話可）
★人権啓発パネル展
　著名人メッセージパネルや人権に関す
るパネルを展示
12月６日㈪～10日㈮
市役所本庁１階中央ロビー
人権課　☎0748-24-5673

　 0505-801-5691　℻0748-24-0752

市民ギャラリー

●田中はるみ　墨
ぼく

想
そう

の会書道展
●永源寺文化協会　西浜武彦自画像展
　12月16日㈭～平成23年１月11日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

民生委員児童委員の改選

　３年に一度の民生委員児童委員の改
選により、12月１日付けで、287人（うち
主任児童委員28人）の新しい民生委員
児童委員が委嘱されます（任期：平成
22年12月１日～平成25年11月30日）。秘
密は固く守られますので、お気軽にご相
談ください。
　なお、名簿につきましては、市ホーム
ページに掲載しています。
社会福祉課

　☎0748-24-5644　 0505-801-5644

ノロウイルス食中毒に注意

　冬季に多発する食中毒といえば、ノ
ロウイルスですが、近年では季節を問
わず発生する傾向にあります。ノロウイ
ルスは、感染力が強いため人から人へと
感染し、集団発生する場合があります。
潜伏期間は平均36時間で、吐き気、お
う吐から始まり、下痢、腹痛、発熱な
ど風邪に似た症状がでます。
　予防のポイントは、料理前やトイレの
後には石けんでよく手を洗い、カキなど
の二枚貝のほか生ものを調理する際は
中心までよく火を通すことです。これら
のことを心がけて感染を予防しましょう。
健康推進課

　☎0748-24-5646　 0505-801-5646
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ainbow☆開催

八日市商工会議所青年部事業
テーマ【地域とともに…大同団結！】
★イルミネーション
　八日市駅前ロータリーのクリスマスツ
リーの点灯や、駅前グリーンロード並木、
八日市コミュニティセンター前をイルミ
ネーションで飾ります。
平成23年１月14日㈮まで 17:00～24:00

★クリスマスイベント
　本町通り商店街一帯で
クリスマスパサージュ、サ
ンパークでステージイベン
トを行います。抽選会の
ほか、ゆるキャラもやって
きます。
12月18日㈯ 11:00～17:00
八日市本町商店街一帯、サンパーク
商工観光課

　☎0748-24-5662　 0505-801-5662

東近江いきいきシニア交流会

　「何かを始めたい」というシニア世代の
みなさんと、現在活躍中のグループとの
『出会い＆ふれ合い＆交流』の場として
開催。環境保護やパソコン、地域サロ
ンなどの活動グループと交流できます。
12月４日㈯ 13:00～17:00
てんびんの里文化学習センター
長寿福祉課

　☎0748-24-5645　 0505-801-5645

廃食油キャンドル作り教室

　あいとうエコプラザ菜の花館で「廃食油」
を使ったキャンドル作りに参加しませんか？
12月11日㈯ 10:00～12:00
あいとうエコプラザ菜の花館
市内在住の小学校１年生以上の親子
20組 40人　 12月10日㈮まで
生活環境課

　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633

オリジナル年賀状づくり教室

～探検の殿堂・近江商人博物館・ガリ
版伝承館共同企画～
　水墨画・絵手紙・紋切り・ガリ版の４
種類のコーナーを設け、自分の好きなコー
ナーでオリジナルの年賀状づくりを体験。
12月11日㈯９:30～12:00
西堀榮三郎記念探検の殿堂 探求館
絵手紙・水墨画：各300円、紋切り・ガ

リ版：各100円 30人（申し込みが必要）
近江商人博物館

　☎0748-48-7101　 0505-802-3134

12月４日㈯～10日㈮
第62回人権週間

「みんなで築こう　人権の世紀　～考えよう
相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～」
　差別や偏見のないみんなが明るく暮
らせる社会を作るためには、私たち一
人ひとりが人権について正しく理解し、
周りの人の人権を尊重する意識を持つ
ことが大切です。今一度身近なことか
ら人権を考えてみませんか。
人権課　☎0748-24-5620

　　　　　 0505-801-5620

　今年度の対象となるお子さんは次のとおりです。まだ接種をされていない人は、
計画的に接種を受けましょう。未接種の人には、12月中に通知をします。
■麻しん風しん
　２期：平成16年４月２日～平成17年４月１日生まれ（小学校入学１年前）
　３期：平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれ（中学１年生相当）
　４期：平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれ（高校３年生相当）
■二種混合（ジフテリア・破傷風）
　◎平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ
健康推進課　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

子どもの予防接種（麻しん風しん・二種混合）を受けましょう
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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。
12月19日㈰

　10:00～14:00
建部コミュニティ

センター 先着30人
12月16日㈭まで
企画課

　☎0748-24-5610　 0505-801-5610

消費者セミナー参加者

★テーマ「後悔しないお葬式－いざとい
う時に備える基礎知識－」
★講師：市川愛さん（葬儀相談員市川
愛事務所「リリーフ」代表）　
12月７日㈫ 13:30～15:30
市役所別館２階大ホール
80人（先着順）
消費生活課

　☎ 0748-24-5619　 0505-801-5635

市卓球選手権大会参加者

平成23年１月23日㈰９:30試合開始
シングルス個人戦（男女別）

①小学生の部②初心者の部③ 50歳以上
の部④一般の部　※②④は年齢制限なし
小学生200円、中学生300円、一般500円
12月２日㈭～平成23年１月13日㈭

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　 ･℻0505-801-2633

布引ダンスフェスティバル参加チーム

平成23年３月６日㈰９:30開演
①アダルトの部（高校生以上）

　②ジュニアの部（３歳～中学生）
　１チーム３人以上。市内外問わず。
①②合計で先着50チーム 2,000円
12月２日㈭～12月23日㈷

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633  ･℻0505-801-2633

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時
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

Ⓐ１/18～３/８（毎週火曜）
　10:00～11:00
Ⓑ１/13～２/24（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

Ⓐ１/14～３/４（毎週金曜）
　９:30～10:30
Ⓒ１/18～３/８（毎週火曜）
　19:00～20:00
Ⓔ１/13～２/24（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

Ⓑ１/14～３/４（毎週金曜）
　10:40～11:40
Ⓓ１/18～３/８（毎週火曜）
　20:10～21:10

16歳以上 12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
12月14日㈫ 19:00～20:00、１月６日㈭

20:00～21:00、１月７日㈮９:30～10:30
16歳以上 各15人 500円（当日徴収）
12月２日㈭９:00から電話にて受付

　※お子様連れの受講は不可
布引運動公園体育館

　☎0748-25-2633　 0505-801-2633
  能登川博物館　☎0748-42-6761　　　　　　　　　　        0505-801-6761

企画展「東近江の災害史」
　12月５日㈰まで
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）
企画展「あったか～い道具展」
　部屋を暖める火鉢や湯たんぽ、火を
つけると心温まる行

あんどん

灯やランプなど、ほ
のぼのとする道具を展示します。
　平成23年１月６日㈭～２月13日㈰

市コミュニティバス（ちょ
こっとバス）の車両広告募集
　「ちょこっとバス」のボディ後面・
側面への車外広告を募集します。市
内を走り回る「ちょこっとバス」の広
告はとても効果的です。
★募集バス路線名：政所線・市原線・
愛東線・湖東線・南部御園線・沖
野玉緒線・市辺上平木線・大中線
★募集枠
【政所線・市原線】
ボディ後面：縦45cm×横116cm
　（１車両につき１枚まで）
ボディ側面：縦50cm×横150cm
　（１車両につき２枚まで）
※ボディ後面はプレートにはめ込
み、側面はフィルム・カッティングシー
トなどによる貼付
【それ以外の路線】
ボディ後面：縦45cm×横75cm
　（１車両につき２枚まで）
ボディ側面：縦90cm×横90cm
　（１車両につき１枚）
※ボディ後面、側面ともフィルム・
カッティングシートなどによる貼付
掲載料：１枠月額3,000円（税込）
申込締切：平成22年12月15日㈬
※詳しくはお問い合わせください。

交通政策課
☎0748-24-5658　 0505-801-5658

市営住宅入居者募集
住宅課　☎0748-24-5652　 0505-801-5652

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

ひばり丘（ひばり丘町）１戸 中層耐火３階建 ２LDK 22,800円～34,000円 68,400円～102,000円

松原（山上町） １戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,800円～34,000円 68,400円～102,000円

神郷（神郷町） ２戸 簡易耐火２階建 ２・３DK 12,900円～22,500円 38,700円～67,500円

※今回は単身入居可能な住宅はありません。
★入居可能日＝平成23年１月13日㈭以降 ※入居可能日から家賃が必要
12月１日㈬～８日㈬（土・日を除く8:30～12:00、13:00～17:15）

※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。
★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決
定。選考が難しい場合は公開抽選。
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あかね文化ホール  ☎0748-55-0207　　　　　　　　　　       0505-801-0207

有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　12月１日㈬ 10:00～11:30
　　　２日㈭ 20:00～21:30
火曜の午後は太極拳で　 300円
　12月７日㈫、21日㈫13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　ピアノデュオの演奏
　12月９日㈭10:00～11:45
心と体の栄養補給講座　 300円
　12月16日㈭10:00～11:30
想い出ラジオ　 300円
　懐かしのレコード盤で聞く昭和の歌と
当時を思い起こす随筆の朗読鑑賞会。
　12月16日㈭14:00～15:00
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　12月22日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

   八日市大凧会館  ☎0748-23-0081　　　　　　　　　　           0505-801-1140

”たのしさいっぱい”クリスマスの凧達
　12月２日㈭～27日㈪
　 300円（小中学生150円）
親子凧作り教室「サンタクロースの凧作り」
　12月18日㈯９:00～12:00
　 ３歳以上（小学４年生以下は保護
　者同伴） 25組 500円
八日市大凧を年賀状に
　来年の干

え

支
と

「うさぎ」の絵が描かれ
た八日市大凧のスタンプや大凧の写真
を年賀状にしてみませんか。
　12月２日㈭～27日㈪

　ウェルネス八日市　☎0748-22-8800                                    0505-801-1137

有酸素運動とヨガで健康に
　12月15日㈬10:00～11:30　 500円

　　　　　　　　　　　　
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（心配ごと相談員による相談）

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
３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
６日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
６日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
７日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
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（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

８日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）12月１日㈬８:30から

15日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室※予約受付（定員６人）12月８日㈬８:30から

21日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）12月14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

３日㈮ 13:00～16:00 市辺コミュニティセンター／玉緒コミュニティセンター
３日㈮ ９:00～12:00 蒲生支所　201会議室
３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
６日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
８日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
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
10日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　相談室
14日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

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
７日㈫、21日㈫ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562414日㈫ 13:00～16:00
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

税務無料相談 17日㈮ 13:30～16:30 予約受付（定員６人）12月６日㈪～16日㈭市民税課　☎0748-24-5604
※上表の中で、祝日・休日・12月29日～１月３日は実施していません。

市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-561612 月 の市民相談

東近江ケーブルテレビ（特別番組）

『市議会生中継（12月定例会）』
『電動アシスト自転車の可能性に
ついて』　12月６日㈪～12月12日㈰
※時間は番組表をご覧ください。。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  0505-801-5611

市政広報番組放送
12月１日は「世界エイズデー」
　世界エイズデーの前後には、毎年
日本各地でも啓発イベントが開催さ
れています。さまざまな事情により
エイズとともに生きていかなくてはな
らない人々に偏見をもたず、差別を
せず、エイズに対する正しい知識と
支援を深めるために、みなさんもキャ
ンペーンのイベントに参加してみては
どうでしょうか。

　平成23年１月11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・年
末年始（12月29日～１月３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


