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愛知川の愛林作業体験と
タケノコイベント2011参加者

　竹の間伐作業やタケノコ料理、野草の
天ぷらの試食、竹細工の展示などを行
います。

６月12日㈰９:00～12:30
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、軍手、水筒、タオル、雨具、

おにぎりなど（服装：長袖、長ズボン、
帽子）

６月７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　FAX 0748-23-4163

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

ホタル観察会
　ホタルのお話と博物館周辺でホタルを
探して観察します。
※雨天の場合は内容を変更することが
あります。
　６月４日㈯ 19:30から
　 30人（申し込みが必要）
　

  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）
企画展「平成の匠展Ⅱ」
　市内で活躍している現代の匠の作品
を紹介します。
　６月19日㈰～７月18日㈷
　 200円（小中学生100円）

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

ピアノトリオ　
　志鷹美紗（ピアノ）、川村伸子（ヴァイオ
リン）、高橋麻理子（チェロ）による演奏
　６月11日㈯ 13:30開場　14:00開演
　 500円（中学生以下無料）

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
　６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
　６月１4日㈫、28日㈫ 13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　津軽三味線の演奏
　６月９日㈭ 10:00～11:45
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　６月22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

本町パサージュ2011
　「アートが街にやってくる」
　アーケードの通りに手作り作家さんの作
品の展示や販売、実演が行われます。
　６月11日㈯　10:00～16:00
　 八日市本町商店街 アーケード通り

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
　６月15日㈬ 10:00～11:30　 500円

の市民相談６ 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

７日㈫ 13:00～16:30 市役所　３階第２委員会室　
※電話予約受付（先着７人）６月１日㈬８:30から

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

28日㈫ 13:00～16:30 市役所　１階１Ａ会議室　
※電話予約受付（先着７人）６月21日㈫８:30から

登記・相続相談 17日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による無料相談）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

２日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
２日㈭ 13:30～16:00 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
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
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

合同行政相談 １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15:30まで

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

１日㈬ 13:00～16:00 市役所　２階２C会議室
１日㈬ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
１日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
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
１日㈬ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
１日㈬ ９:00～16:00 蒲生支所　２階 201会議室
２日㈭ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
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

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㈫、16日㈭
21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。
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未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：新聞遊び

開催日 開催場所

６月17日㈮ 能登川やわらぎホール

６月21日㈫ 五個荘コミュニティセンター

６月23日㈭ 蒲生コミュニティセンター

７月１日㈮ 御園コミュニティセンター

７月１日㈮ 中野コミュニティセンター

７月７日㈭ 愛東福祉センターじゅぴあ

いずれも10:00～11:30
各会場50組（先着順）

※申し込み必要
６月１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　　☎0748-55-4889

　

水泳教室受講生

　６月12日～８月７日の毎週日曜日
（７月24日、７月31日を除く）
全７回　10:00～11:00

６歳～12歳
5,600円
布引運動公園プール

東近江水泳連盟（川部）
　☎ 0748-37-1010

日本女性会議2011松江参加者

★テーマ：語ろう・紡ごう、“だんだん”
の縁（えにし）を世界へ
　男女共同参画社会の実現をめざし、
1984年から毎年開催されています。
　市では参加者に費用の一部を助成し
ます。詳しくはお問い合わせください。

10月14日㈮～ 16日㈰
くにびきメッセ、松江テルサ（島根県）
２人（多数の場合は選考）
６月30日㈭まで

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時
ヨガピラティス

各先着30人
5,000円

６/16～７/28（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

Ⓐ６/14～８/２（毎週火曜）
　 10:00～11:00

Ⓑ６/16～７/28（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

Ⓐ６/17～８/５（毎週金曜）
　９:30～10:30
Ⓒ６/21～８/９（毎週火曜）
　19:00～20:00
Ⓔ６/16～８/４（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

Ⓑ６/17～８/５（毎週金曜）
　10:40～11:40
Ⓓ６/21～８/９（毎週火曜）
　20:10～21:10

16歳以上 ６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

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

姉妹・友好都市への親善使節団員

　東近江国際交流協会では、中国の常
徳市とカナダのテーバー町を訪問する友
好親善使 節団の参
加者を募集します。
★常徳市

８月２日㈫～８月６日㈯
常徳市（中国・湖南省）
10万円程度　 ６人

※宿泊先はホテルです。
★テーバー町

８月24日㈬～９月２日㈮
テーバー町（カナダ・アルバータ州）
25万円程度　 ６人

※宿泊先は一般家庭（ホームステイ）です。
４月１日現在、満18歳以上の市民。健

康で団体行動に協調できる人（ほかにも
要件があります）

６月１日㈬～10日㈮までに市役所企
画課に備え付けの用紙でお申し込みくだ
さい。

東近江国際交流協会（企画課）
　 ☎0748-24-5610　 0505-801-5610

職　種 募集人数 受験資格
上級事務職 ７人程度 ●昭和56年４月２日から平成２年４月１日生

上級技術職（建築） １人程度

●昭和56年４月２日から平成２年４月１日生
●１級建築士、または２級建築士の資格を有する人、も
　しくは建築士法第14条または第15条に規定する科目
　を修めて大学等を卒業した人、もしくは平成24年３月
　卒業見込みの人

幼稚園教諭・
保育士

７人程度
●昭和56年４月２日から平成４年４月１日生
●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24年３月末までに取得が確実な人

★申込期間＝６月17日㈮まで ★試験日＝７月24日㈰ ★試験会場＝びわこ学院大学
★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。

市職員採用試験（平成24年４月１日採用）
職員課　☎0748-24-5601　 0505-801-5601

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）
※身体障がい者専用住宅

１戸 中層耐火３階建 ２LDK 20,900円～31,100円 62,700円～93,300円

簗瀬（五個荘簗瀬町）１戸 中層耐火３階建 ３DK 17,900円～26,600円 53,700円～79,800円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ３DK 15,100円～22,500円 45,300円～67,500円

※今年度から、ひばり丘団地の身体障がい者専用住宅の申込資格を緩和しています。
★入居可能日＝平成23年７月13日㈬から※入居可能日から家賃が必要

６月15日㈬～22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。ひばり丘団地以外は単身
入居できません。★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
により入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。

市営住宅入居者定期募集
住宅課　☎0748-24-5652　 0505-801-5652
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し尿収集業務のお休み（６月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域

６月 ４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26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

市民ギャラリー

● 花田美由紀「上を向いて歩こう」
　６月８日㈬まで
● みょうが作品展　６月８日㈬まで
● 葵花倶楽部　６月10日㈮～６月21日㈫
● 工房和楽一円展　６月10日㈮～７月15日㈮
● 佐藤粘土画展　６月23日㈭～７月４日㈪

市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

消費者セミナー

★テーマ：今 発揮する時！消費者の力
～節水･ 節電 ･･･ 自分にできる節約は？～
　 限りある資源エネルギーとうまく付き
合いながら、自分にできる節約を見つめ
なおします。
★講師：滋賀県地球温暖化防止活動推進員

６月６日㈪ 13:30～15:30
市役所別館２階大ホール 50人

消費生活課
　☎ 0748-24-5619　 0505-801-5635

勤労青少年ホームの電話番号

　電話番号、FAX番号が変わりました。
★新しい電話番号　 0505-801-1139
★新しいＦＡＸ番号　FAX  0748-22-1288

ソフトバレーボール大会参加者

６月26日㈰９:00から
①レディースの部（中学生

以上の女性４人）②ブロン
ズの部（中学生以上の男女
各２人の計４人）③シルバー
の部（40歳以上の男女各２人の計４人）

計50チーム（先着順）
１チーム2,000円
６月２日㈭～６月17日㈮までに所定の

申込書に参加料を添えて申し込んでく
ださい。申込書は http://higashiomi-j.
com からダウンロードできます。

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

「コトナリエ」の飾り付けボランティア

　８月に開催の「コトナリエ」のイルミネ
ーション飾り付け作業のボランティアを
募集します。

６月18日～７月17日の毎週土・日曜日
９:00～16:00 ひばり公園内（池庄町）

東近江市商工会湖東支部
　☎0749-45-2571　 0505-801-2571
　湖東コミュニティセンター
　☎0749-45-0950　 0505-801-0950

東近江市民体育大会参加者

ソフトテニス
６月19日㈰９:00から
ひばり公園テニスコート
６月13日㈪まで

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します。
★種目＝ホッケー、レスリング、セーリン
グ、ハンドボール、相撲、馬術、ライフ
ル射撃、アーチェリー、空手道、クレー
射撃、なぎなた、ボウリング

６月10日㈮まで（申し込み多数の場合、
予選あり。参加資格、開催日など詳しくは
お問い合わせください）

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

滋賀県障害者スポーツ大会

ボウリング競技
７月24日㈰　
大津ボウル（大津市）
６月22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

健康応援団

　健康ひがしおうみ21に基づいて「だ
れもが笑顔で暮らせるまちづくり」の実
現を目指して、地域ぐるみで健康づくり
を応援いただきます。次に紹介するよ
うな取組みをされている、商店や企業、
団体などが対象となります。
◆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（詳しくは、健康ガイド
ブック18 ページをご覧ください）

６月30日㈭までに各保健センターに備
え付けの申込書に記入のうえ申し込んで
ください。

健康推進課
　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

　NHKアナウンサー村上信夫さん（友情出演）の解説による喜劇オペ
ラを上演します。小学生から大人まで気軽にお楽しみいただけます。
出演：天羽明惠（ソプラノ）＝写真、上原正敏（テノール）、今尾滋（バス・バリトン）ほか
８月27日㈯　開場13:30　開演14:00　 八日市文化芸術会館
大人前売1,000円（当日1,200円）、小中高校生前売500円（当日700円）全席指定

（※未就学児の入場はご遠慮ください。なお、このコンサートは（公財）三井住友
海上文化財団の助成により低料金に設定してあります）
★チケットは、八日市文化芸術会館ほかで発売中です。

八日市文化芸術会館　☎ 0748-23-6862　 0505-801-6862　℻  0748-23-6863

三井住友海上文化財団派遣コンサート

オペラぺらぺらコンサート
ドニゼッティ「愛の妙薬」（解説付オペラ）
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びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」にボランティ
アによる一斉清掃を実施します。

７月１日㈮９:00～11:30（雨天決行）
能登川漁業協同組合漁港（栗見出在

家町）※駐車場が
少ないため、能登川
支所から出る送迎バ
ス（８:30出発）をご
利用ください。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 0505-801-5636
　能登川支所市民福祉グループ
　☎0748-42-9912　 0505-801-9912

６月１日～７日は水道週間です

　蛇口からあふれるぼくらの夢・未来
　水は限りある
資源。配管途中
の漏水はありませ
んか？漏 水の 確
認は、家中の蛇
口を全部閉めて、
水が出ていないこ

とを確認の上、水道メーターを見てくだ
さい。銀色のパイロット指針（写真①）
が動いていれば漏水信号です。宅内修
繕が必要な場合は、市指定給水装置工
事事業者にご依頼ください。

水道課
　☎0748-22-2061　 0505-801-2061

手話公開講座

★テーマ：聴覚障害の基礎知識
　耳のしくみや聴覚障がいの原因を理解
するとともに、聴覚障がい者のコミュニケ
ーション方法などを学習します。

６月16日㈭ 19:30～21:00
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
※ただし、要約筆記が必要な場合は６
月９日㈭までに申し込んでください。

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052

子ども手当の支給日

　６月10日㈮は、２月～５月分の子ども
手当の支給日です（金融機関によって振
込み時間が異なります）
　中学校修了前のお子さんを養育し、
受給資格がある人で、申請をお忘れの人
は至急に手続きをしてく
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
です。申請が遅れると
支給開始月が遅れますので、出生、転
入の届にあわせて忘れず手続きをしてく
ださい。
※本年６月の現況届はありません。

こども家庭課
　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

障害者相談員が決まりました

　滋賀県から次の方々が業務委託され
ました。お困りのときはご相談ください。

◆身体障害者相談員　任期 平成25年３月31日まで 

氏　名 住　所 電話番号
本多伊久雄 林田町 0748-24-5118
夏原　　稔 東沖野五丁目 0748-23-4433
山名　保男 沖野二丁目 0748-22-4474
澤村　康夫 中里町 0749-45-0649
基村　輝夫 一式町 0748-27-0209
林　與一郎 池之尻町 0749-46-1697

　　眞澄 乙女浜町 0748-45-0077
田中　　弘 佐野町 0748-42-3761
小川　與二 南清水町 0749-45-0888
村林　嵩雄 川南町 0748-42-0401
西村　裕子 五個荘河曲町 0748-48-7374
竹岡　延治 布引台一丁目 0748-23-8276
林　      巖 下麻生町 0748-55-0782
山本　正男 五個荘小幡町 0748-48-3597
市川日出夫 今堀町 0748-23-4735

◆知的障害者相談員　任期 平成25年５月31日まで
氏　名 住　所 電話番号

安井   　治 鋳物師町 0748-55-0770
井田さだ子 幸町 090-5150-9018
谷田惠美子 箕川町 0748-29-0075
山川美智子 五個荘石馬寺町 0748-48-2239
岡田美奈子 佐野町 0748-42-6315
黄地久美子 長町 0749-45-0533

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052

◇個人情報保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ 個人情報取扱
事務登録件数開示 部分開示 不開示 文書不存在

市　長 １ １ ０ ０ ０ ０ 894
教育委員会 ２ ２ 0 0 0 ０ 370

その他 １ １ 0 0 0 0  52
合　計 ４ ４ ０ 0 ０ 0 1,316

◇情報公開制度　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ
公開 部分公開 非公開 文書不存在

市　長 61 16 36 １ ５ ３
教育委員会 13 ５ ４ ２ 1 １

病院事業管理者 ２ 0 ２ 0 0 0
議　会 １ １ ０ ０ ０ ０

選挙管理委員会 １ ０ １ ０ ０ ０
合　計 78 22 43 ３ ６ ４

情報公開・個人情報保護制度の運用状況（22年度）   総務課 ☎0748-24-5600
　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 0505-801-5600

　男女が互いにその人権を尊重しつ
つ、喜びも責任も分かち合い、性
別にかかわりなく、その個性や能力
を十分に発揮できる。そんな社会
が、男女共同参画社会です。この
週間を機会に、家庭や職場、地域
で男女のあり方や近年注目されてい
る、仕事と生活の調和のとれた暮ら
し（ワーク・ライフ・バランス）につ
いて考え、男女共同参画社会を築く
一歩をみんなで考えてみませんか。

６月23日㈭～29日㈬
男女共同参画週間

❶


