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  近江商人博物館   ☎0748-48-7101　
　　　　　　　　　            0505-802-3134

春季企画展「高越甚日本画展」
　６月12日㈰まで
　 200円（小中学生100円）

「高越甚日本画展」ギャラリートーク
　展示作品を鑑賞しながら、高越甚先
生に作品解説をしていただきます。
　５月５日㈷ 14:00 から
　 200円（小中学生100円）

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
　５月11日㈬ 10:00～11:30
　　　12日㈭ 20:00～21:30
火曜の午後は太極拳で　 300円
　５月10日㈫、24日㈫ 13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　ホルンの演奏
　５月12日㈭ 10:00～11:45
あかね人形劇まつり
　県内外のプロアマ人形劇団がやって
きます。
　５月15日㈰ 10:00～16:00
　 前売券 700円、当日券 900円
　　（３歳以上有料）
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　５月25日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

  八日市文化芸術会館  ☎0748-23-6862
　　　　　　　　　               0505-801-6862

こころ動く名作シアター vol.３「春との旅」
　出演：仲代達矢
　５月28日㈯９:30開演 10:00上演
　 前売券 600円、当日券 700円
演劇ワークショップ「役者になって遊ぼう」
　わらび座の劇団員による演劇指導
　５月21日㈯ 13:30～15:30
　 小学３年生～小学６年生
　 20人（先着順）　 500円
わらび座子役【星丸】募集
　７月18日㈷に八日市文化芸術会館で
行われるわらび座ミュージカル「アテル
イ」の子役【星丸】を募集。オーディシ
ョンは６月４日㈯ 午前に実施。
　 年齢５歳～小学１年生、身長105cm
　　くらい、稽古は本番日の午前
　 八日市文化芸術会館

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

～みんな来い！来い！～
「鯉の凧展」
　端午の節句にあわせ
て、鯉が描かれた凧を
展示します。
　５月８日㈰まで
　 300円
　　（小中学生150円）

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
　５月18日㈬ 10:00～11:30　 500円
ウェルネス講座【健康太極拳】
　５月14日㈯ から（全28回）
　 16,800円
ウェルネス講座【よし笛】
　５月24日㈫ から（全12回）
　 6,000円　※別途教材費が必要

の市民相談５ 月 市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616

相談項目 相談日 相談時間 相談場所
法律相談

（予約制）
※弁護士による
　無料相談。
  １人30分まで。
◆年間１回利用
　可能

10日㈫ 13:00～16:30 市役所　１階１Ａ会議室　
※予約受付（定員７人）５月２日㈪８:30から

18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）５月11日㈬８:30から

24日㈫ 13:00～16:30 市役所　３階３Ａ会議室　
※予約受付（定員７人）５月17日㈫８:30から

登記・相続相談 20日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（土地家屋調査士による無料相談）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

10日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
12日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
12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
23日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
25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
27日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

その他相談 月～金曜日 ９:00～16:00 市民相談室

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

11日㈬、６月１日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
11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

12日㈭、６月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
13日㈮、６月１日㈬ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室

16日㈪ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
23日㈪、６月２日㈭ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

６月１日㈬ 13:00～16:00 市役所　２階２C 会議室
６月１日㈬ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
６月１日㈬ ９:00～16:00 蒲生支所　２階 201会議室

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 10日㈫、19日㈭
24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） 11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。
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滋賀県障害者スポーツ大会

グランドゴルフ大会
６月26日㈰ 　 長浜ドーム（長浜市）
５月16日㈪まで
滋賀県障害者スポーツ協会員の人

スペシャルスポーツカーニバル
７月２日㈯ 　 長浜ドーム（長浜市）
６月１日㈬まで
療育手帳をお持ちの人

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052
　または各支所

手話入門講座

６月16日～11月10日の毎週木曜日
　19:00～21:00 全22回
　※８月11日、11月３日は休講

市役所別館２階大ホールほか
市民または市内在勤・在学（高校生

以上）で手話の学習経験がない人、ま
たは手話学習経験がおおむね１年未満
の人で、いずれも全課程を受講できる人

教材などの実費　 40人程度
５月27日㈮までに（必着）、往復はが

きに①氏名（ふりがな）②住所③連絡先
（電話／ FAX）④職業（通勤先・通学先）
⑤手話学習歴（活動内容と年数）⑥受
講動機を記入し、「手話講座申し込み」と
明記して、下記まで申し込んでください。

〒527-8527　八日市緑町10－5
　東近江市役所障害福祉課
　☎0748-24-5640　 0505-801-5640
　FAX  0748-24-1052

親と子のよい歯のコンクール

６月２日㈭ 14:30～16:00
湖東保健センター
平成22年度に３歳６か月児健診を受け

た、むし歯のない市内在住の幼児とその親
５月20日㈮まで

※最優秀賞の親子は、市の代表
として東近江保健所管内のコン
クールへ参加していただきます。

健康推進課
　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：親子ふれあい体操

開催日 開催場所

５月18日㈬ 能登川やわらぎホール

５月20日㈮ ぷらざ三方よし

５月25日㈬ 永源寺ふるさと文化体験学習センター

６月１日㈬ 湖東保健センター

６月８日㈬ ウェルネス八日市

６月10日㈮ トレーニングセンター

いずれも10:00～11:30
各会場50組（先着順）※申し込み必要
５月２日㈪から受付

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
　湖東　　☎0749-45-4011
　蒲生　　☎0748-55-0113

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

開催日時 内容・金額
６月９日㈭
９:30から

オカリナを体験しよう！
100円

７月４日㈪
９:30から

歴史を学ぼう
「近江の戦国」

８月31日㈬
10:00から

うたごえ　懐かしい歌
を歌おう♪♪ 300円

９月29日㈭
（予定）

館外研修（湖北の歴史探
訪） 3,500円程度

11月４日㈮
９:30から

かんたんな料理教室
500円程度

12月19日㈪
９:30から

アレンジしめ飾りを作ろ
う　 1,000円程度

おおむね60歳以上　 30人程度
延命荘　

　☎0748-22-6000　 0505-801-6000

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。

開催日時 内　　容

５月25日㈬
９:30～14:30

・オリエンテーション・楽
しく遊ぼう・子どもの食事

５月26日㈭
10:00～16:00

・楽しいな、絵本
・救急救命講習

５月27日㈮
10:00～14:30

・子どもの体の発達と健康
・子どもと子育て

①依頼会員になりたい人＝25日の午前の
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　 ５月20日
㈮まで　 能登川コミュニティセンター

ファミリー･ サポート･ センター
　☎0748-22-8202　 0505-801-1135

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

企画展　東近江の歴史　縄文時代 
　５月15日㈰まで
メダカ探検隊
　博物館周辺の水路でメダカをはじめ、
水の中で暮らす生き物を探します。
　５月14日㈯ 13:30～16:00
　 30人（申し込みが必要）
ホタル観察会
　博物館周辺でホタルを探して観察しま
す。※ホタルの発生状況や天候により日
程変更になることがあります。
　６月４日㈯ 19:30～20:45
　 30人（申し込みが必要）

　おおむね65歳以上の一人暮らしや高齢者世帯のうち、調理が困難でかつ安
否確認が必要な人を対象に実施する、配食サービス見守り事業です。訪問を
して食事を直接手渡しすることで、その日の健康状態などを確認していただけ
る事業者を募集します。
◆配達地域は市内の一部でも可能です。
◆原材料等弁当代：弁当代は事業者が決定し、利用者がその代金を負担します。
◆安否見守り料として１回の配食につき280円を市が支払います。
※詳しくはお問い合わせください。

長寿福祉課　☎ 0748-24-5645　 0505-801-5645

東近江市配食サービス見守り事業（事業者募集）
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全国伝統的建造物群保存地区
協議会総会・研修会

　全国伝統的建造物群保存地区協議会
の第33回総会・研修会が、東近江市を
会場に開催されます。事例発表・記念
講演は一般の人も聴講できます。

５月18日㈬ 14:40～16:00 事例発表、
16:10～17:10 記念講演

八日市文化芸術会館大ホール
文化財課

　☎0748-24-5677　 0505-801-5677

名神集中工事（本市関係）

● 昼夜連続車線規制
名神・豊中IC ～東名・春日井IC（上下線）
　５月30日㈪０:00～６月４日㈯６:00
　６月６日㈪０:00～６月11日㈯６:00
● 通行止め・閉鎖
①大山崎IC ～瀬田東IC（上下線）
各日夜間通行止め（20:00～６:00）
　５月30日㈪～６月３日㈮
　６月６日㈪～６月10日㈮
②瀬田西IC出口ランプ閉鎖（上り線）
　６月７日㈫～６月10日㈮終日
③菩提寺PAの閉鎖（上り線）
　６月７日㈫ 20:00～６月８日㈬６:00
　※荒天順延

NEXCO西日本お客さまセンター
　☎ 0120-924-863
　（工事期間中は24時間対応）

５月15日㈰は家族ふれあいサンデー

　高校生以下の子どもを含
む家族は、「ふれあいカード」
持参で優待が受けられます。
利用できる施設はカード裏面
をご覧ください。

生涯学習課　
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

人権相談全国統一電話番号

　法務局では、人権相談の電話番号を
４月18日から全国統一にしました。
番号は　☎0570-003-110　です。

（相談時間：平日８:30～17:15）
大津地方法務局人権擁護課

　☎077-522-4673

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

５月15日㈰ 10:00～15:00（雨天中止）
市役所本庁舎駐車場
５月７日㈯　当日９:00から９:30まで

に市役所別館２階大ホールにお越しくだ
さい。９:30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　 0505-801-5636

滋賀県暴力団排除条例

　このたび、滋賀県議会において「滋
賀県暴力団排除条例」が制定され、本
年８月１日から施行されることになりまし
た。
　暴力団の排除に関しては、警察、行政、
企業、県民が一体となった施策を推進
して、県民総がかりの暴力団対策を展
開することが極めて重要であり、県民の
みなさんについても、「暴力団を利用し
ない」、「暴力団に協力しない」、「暴力団
と交際しない」という本条例の基本理
念にのっとり、暴力団の排除のための活
動に取り組んでいただきますようお願い
します。

滋賀県警察本部組織犯罪対策課
　☎077-522-1231

東近江市民体育大会参加者

★種目：剣道
５月29日㈰
おくのの運動公園体育館

※当日参加もできます
★種目：柔道　

６月12日㈰　 布引運動公園体育館
５月20日㈮まで

★種目：陸上　
６月12日㈰　 布引グリーンスタジアム
５月27日㈮まで

※詳しくはお問い合わせください。
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

春季バレーボール大会参加チーム

５月15日㈰　 布引運動公園体育館
一般男子・一般女子（９人制）
１チーム 2,000円　 ５月９日㈪まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎･FAX0748-23-2376

県民体育大会予選会参加チーム

バレーボール
５月29日㈰　 五個荘体育館
市内在住者で編成された男女別９人

制（高校生以下除く）　 ５月22日㈰まで
市バレーボール協会（奥村）

　☎･FAX0748-23-2376

　   市民大学受講生 　 生涯学習課　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

開催日 講　　　師

６月３日㈮ 先端医療振興財団理事長・京都大学名誉教授　　　井村　裕夫さん

６月28日㈫ 作家・早稲田大学名誉教授　　　　　　　　　　　加藤　諦三さん

７月15日㈮ フリーアナウンサー　　　　　　　　　　　　　　　宮本　隆治さん

８月24日㈬ 歌手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米良　美一さん

９月15日㈭ 元全日本女子ソフトボール監督　　　　　　　　   宇津木妙子さん

10月13日㈭ 独立総合研究所代表取締役社長兼・首席研究員　　 青山　繁晴さん

※演題・時間など詳しくは、申し込み先に設置の募集要項をご覧ください。
八日市文化芸術会館　 市内在住または在勤・在学者5,000円、ほかは7,000

円※１講座のみの聴講は2,000円　★市内在住または在学の高校生を各講座先着
20人、無料で招待　 生涯学習課、各地区コミュニティセンター、てんびんの里文
化学習センター、八日市文化芸術会館まで
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し尿収集業務のお休み（５月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域

５月
１日㈰、３日㈷、４日㈷、５日㈷、
７日㈯、８日㈰、14日㈯、15日㈰、
21日㈯、22日㈰、28日㈯、29日㈰

★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、各収集業者へ
※電話番号の間違いにはご注意ください。

生活環境課
　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

犬の登録・狂犬病予防注射

　生後91日以上の犬は登録（生涯に１
回）および狂犬病予防注射（毎年１回）
をしなければなりません。

対象地域 実施日（５月） 愛　東 17日㈫ 
八日市 10日㈫ 能登川 18日㈬
永源寺 11日㈬ 蒲　生 19日㈭
五個荘 12日㈭ 湖　東 24日㈫

★会場と時間は、自治会回覧または市
ホームページをご覧ください。

新規＝6,200円（注射含む）
　登録済（登録カードをお持ちください）
　＝3,200円
◎犬の死亡や飼い主の変更、転居などが
生じた場合は届出が必要です。

生活環境課　☎0748-24-5633
　 0505-801-5633　または各支所

市民ギャラリー

● 老人福祉センター延命荘押し花教室展
　５月13日㈮まで
● 夢散歩押花　５月17日㈫～５月26日㈭
● 花田美由紀「上を向いて歩こう」
　５月30日㈪～６月８日㈬
● みょうが作品展　６月８日㈬まで

市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

オストメイトの社会適応訓練講習会

講演＝大腸がん　検査と治療　講師＝滋賀
県立成人病センター　松尾隆志外科医長
体験談＝たのしく生きる　講師＝ボランテ
ィア110番動物園　有城覚園長

５月28日㈯ 13:30～16:00
男女共同参画センター

　（近江八幡市鷹飼町）
オストメイト（人工肛門保有者・人工

膀胱保有者）とその家族
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 0505-801-5640

「ごみゼロ大作戦」の開催

　東近江市さわやか環境づくり協議会と
美しい湖国をつくる会が主催し、八日市
大凧まつり会場周辺のごみを拾います。

５月22日㈰９:00から（雨天中止）
愛知川河川敷（八千代橋付近）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は基本
的人権が侵されることのないよう、人権
の相談活動などをしています。６月１日に
は特設人権相談を開設します（詳しくは、
10ページをご覧ください）。

氏　名 住　所 電話番号
山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416
梅原　崇雄 建部日吉町 0748-22-4898
日永　清惠 大森町 0748-23-4192
山田　幸平 中小路町 0748-22-3019
山岡　智恢 小脇町 0748-22-1668
山中多美枝 聖徳町 0748-22-6361
山川平兵衛 山上町 0748-27-0883
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
小杉　孝子 五個荘竜田町 0748-48-2007
福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
植田　恒子 愛東外町 0749-46-1738
福永　林子 下中野町 0749-46-0454
中澤日出司 池庄町 0749-45-0491
島村　俊一 中一色町 0749-45-1992
大林惠美子 小田苅町 0749-45-3327
山本　　均 能登川町 0748-42-2957
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560
浅井　利温 佐野町 0748-42-5461
相馬　和子 今町 0748-42-1245
西村いよ子 下麻生町 0748-55-0763
嶋村　愼一 鋳物師町 0748-55-0926
奥野　秀雄 宮川町 0748-55-1230

人権課　
　☎0748-24-5620　 0505-801-5620

　　　　世界禁煙デーは世界保健
　　　機関が定めたもので、日本で
は31日からの１週間を「禁煙週間」と
しています。世界で２番目に多い死亡
原因は、喫煙が原因の疾患です。
　また、多くの非喫煙者が意思に関係
なく煙を吸う受動喫煙が原因の疾患
で亡くなられています。自分だけでな
く家族や職場の人の健康を守るため、
分煙や禁煙への意識を高めましょう。

世 界 禁 煙 デ ー
５月31日

　小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの接種について、接種後の死亡事例
が報告されたことから一時的に見合わせていましたが、安全性上の懸念はな
いとされたため、４月から接種が再開されました。
Ｑ：接種の予定から遅れたが、どうすればいいですか？
Ａ：間隔が多少ずれたとしても、免疫への効果には問題がないとされています。
　　なるべく早く接種を受けましょう。
Ｑ：複数のワクチン接種をしても大丈夫ですか？
Ａ：医師の判断と保護者の同意で、複数接種することができます。早く免疫を
　　つけたり、受診の回数を少なくするために行われます。
※個人負担金が免除されるのは、生活保護世帯の人と市民税非課税世帯の人
　となります。該当する人は、接種費用が無料となりますので、接種を受ける
　までに申請手続きをしてください。

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646

小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンの接種再開


