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区分 日時・場所
おひざでだっこの
おはなしかい　　
＊絵本の読み語り、
　手遊びなど

赤ちゃんと
保護者向け

３日㈬・27日㈯ 11:00～11:30　　 ４日㈭・９月１日㈭ 10:30～11:00
４日㈭・９月１日㈭ 10:30～11:00　 17日㈬ 10:30～11:00
３日㈬・９月７日㈬ 11:00～11:20　 19日㈮ 10:30～10:50

おはなし会

絵本の読
み語りなど

毎週土曜日14:30～15:00　 毎週土曜日15:00～15:30
６日㈯・20日㈯・27日㈯ 14:30～15:00　 毎週土曜日11:00～11:30
20日㈯・27日㈯ 15:30～16:00  ６日㈯・13日㈯・27日㈯ 11:00～11:30

かみしばい
13日㈯ 14:30～15:00
13日㈯ 15:30～16:00

えいが会

こども向け
14日㈰ 14:00から「ベッドのまわりはおばけがいっぱい」（30分）
28日㈰ 14:00から「ヒロシマに一番電車が走った」（32分）
６日㈯ 15:30から「ルドルフとイッパイアッテナ」（70分）

おとな向け
13日㈯ 13:30から「羅生門」（87分）
14日㈰ 14:00から「出口のない海」（121分）
13日㈯ 14:00から「ひばり・チエミの弥次喜多道中」（85分）

企画展示など
展示

あいとう和楽作品展　14日㈰まで
天体写真のパネル展示　６日㈯～20日㈯

そのほか
つくってあそぼう！工作会　25日㈭ 14:00から（ 幼児から） 15人 （申し込み必要）
星座早見盤をつくろう！　７日㈰ 14:00から（ 小学生から）　 20人 （申し込み必要）

８月の

図書館
　「日本のプチファーブル」
と呼ばれた細密画家・熊田
千佳慕の画文集。
　著者は足元にある花や虫
たちの小さな命を見つめ、

躍動感に満ち溢れた生き物たちの世界を
一本の鉛筆で生き生きと描いています。

今月の一冊

せら知おの療診科歯日休の月８
７日㈰ 14日㈰ 15日㈪ 21日㈰ 28日㈰

マナベ歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-46-6480

ふじせき歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-46-4567

北村歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-32-2513

にしざわ歯科医院
（春日町）

☎0748-25-2438

たつやま歯科医院
（林田町）

☎0748-25-0360

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝IP電話
＝定員　 ＝対象　　　　

※施設の休館日および開催時間などは各施設により異なります。詳しく
　はお問い合わせください。

『花の国・虫の国
　 熊田千佳慕の理科系美術絵本』
熊田千佳慕著 （求龍堂）

診療時間はすべて９：30～17：00です。
滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

　愛東図書館は、８月６日㈯に愛東コミュニティセンター内でリニューアルオープンいたしま
す。休館中はご不便をおかけしました。小さな子どもから大人まで誰もが憩える、サロン
のように人が集える図書館をめざしています。みなさんのお越しをお待ちしています。
●愛東図書館リニューアルオープン式典　８月６日㈯９:00から　
●小野操子さんの科学遊び「浮くよ沈むよ～浮

ふ

沈
ちん

子
し

をつくろう」　
　８月６日㈯11:00から　 幼児から　 30人 （申し込み必要・小学生以下は保護者同伴）

愛 東 図 書 館

再開のお知らせ

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。
※ふれあい運動公園 パターゴルフ場は、他事業開催
　のため利用できません。
生涯学習課  ☎0748-24-5672   0505-801-5672

８/21㈰

湖東図書館
☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515
五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030
能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

愛東図書館
☎0749-46-2266
0505-801-2266

＊各図書館を記号で
　表示しています。

純良近江牛
認定「近江牛」指定店番号007号
滋賀食肉市場買参者番号007番

御祝い、御返し、御進物
など全国発送も賜ります。

☎・℻  0748-3
ミナ

7-2
ニクハム

986
（近江八幡市武佐町518-5）

お盆感謝大売出し
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人口：117,259人（＋10）／男：58,000人（－19）／女：59,259人（＋29）／世帯数：41,460世帯（＋31）＊（  ）内は前月比人口（平成23年７月１日）

サラ金・クレジット・過払い請求

借金の
お 悩 み

               解決します
返しても返しても少しも減らない借金
誰にも相談できずに悩んでいませんか？
勇気を出してご相談ください。

0120-001-694
あい湖司法書士事務所
相談無料 分割払可能 秘密厳守 大津市京町３丁目３番１号

A&M・OTSUビル２F
TEL　077-527-0023
月～土　9:00～19:00
土・日・祝・夜間も予約により相談可

司法書士 /飛
ひ

渡
ど

あい子・飛渡貴之

JR大津駅
徒歩３分

通話料
無　料

　全国から選出された32チームが集結し、県内４会場
で同時開催されます。布引グリーンスタジアムでも下記の
日程で連日熱い戦いが繰り広げられます。
　みなさんの応援で大会を盛り上げましょう！

常徳市　

▲ ▲ ▲ ▲ 　

東近江市東近江市　

▲ ▲ ▲ ▲ 　

マーケット市
　本市では毎年、友好都市の中

国湖南省常徳市から行政研
修生を受け入れています。
17人目として来市された
何
か

 哲
てつ

さん（27歳）は、常
徳市人民政府接待処で、
常徳市を訪問された大切
なお客様をもてなす仕事を

されています。
　日本の社会保障制度や保険、福祉に興味が
あるという何さんは、12月下旬まで滞在され、
本市の行政システムについて学ばれるほか、さま
ざまな行事を通して市民との交流や、日本の文
化・生活について理解を深められます。

　本市では毎年、姉妹都市のアメリカ合衆国
マーケット市にある州立北ミシガン大学へ
奨学生を派遣しています。
　32人目の奨学生、山

やま

本
もと

愛
めぐみ

さん（外
原町、21歳）は、英語学部の学生とし
て、来年５月まで、約８か月間勉強さ
れます。

　先月５日に市長を表
敬訪問された山本さんは、
「英語教師を目指しているので
留学という夢がかなって楽し
みです。現地でボランティア
活動もしてみたい」と抱負を
語られました。

第42回全国中学校サッカー大会

日　程 試　合 開始時間
８月19日㈮ １回戦 ９:30、11:30
８月20日㈯ ２回戦 12:00
８月21日㈰ 準々決勝 10:00
８月22日㈪ 準決勝 10:00
８月23日㈫ 決勝 10:00

国際交流

広がる友好の

輪
わ

布引グリーンスタジアムに応援に行こう！

美しい芝生に感謝状が贈られました

第42回全国中学校サッカー大会
　実行委員会事務局（担当：福島）　
　 ☎ 080-5349-0023

　布引グリーンスタジアムに、（財）日本サッ
カー協会から、芝生のプレーグラウンドを整
備したことで感謝状が贈られました。
　芝生は週３～４回のメンテナンスなど丁寧
な管理が行われています。試合で利用した選手からは「芝がしっ
かり養生されていて傷みがなく美しい」と好評です。


