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

2011特別企画「文楽凧展」
　文楽の登場人物を描いた「文楽凧」の
数 を々紹介します。
　10月13日㈭～11月29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
　10月19日㈬ 10:00～11:30　 500円
ウェルネス文化発表会
　作品展示や発表。模擬店や無料体験
コーナー（水墨画、ミニアレンジ、お茶
席、水彩画ほか）もあります。
　10月23日㈰ 10:00～15:00

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

つると野草展
　東近江市野草の会による野草鉢とドラ
イフラワーの展示。 10月６日㈭～11日㈫

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

秋季企画展
「近江商人のルーツ・小幡商人の活躍」
　12月18日㈰まで
　 200円（小中学生100円）
論
ろ ん ご

語素
そ

読
どく

入門講座（後期）
　近江商人も学んだ「論語」を声に出し
て読みます。いずれも10:00～12:00
　10月８日㈯、11月12日㈯、12月10日㈯、
　１月14日㈯、２月11日㈷（全５回）
　 てんびんの里文化学習センター
　 40人（先着順）※申し込みが必要
　 500円（テキスト代）

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

秋を染めよう
　身近な植物を使って染色体験をします。
　10月８日㈯ 13:30～15:00
　 15人（申し込みが必要）
　 300円（材料費）

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

「八代亜紀ふれあいコンサート」
　10月２日㈰ ①14:00開演 ②18:00開演
　 5,000円（全席指定）

 西堀榮三郎記念探検の殿堂   ☎0749-45-0011　
　　　　　　　　　　　　　　 0505-802-2291

秋季企画展
「世界初！自然エネルギーだけで走る

４ＷＤ電気自動車で南極点に挑戦！！」
　12年前から４ＷＤ電気自動車による南極
点到達をめざしているチームの活動を紹介。
　10月８日㈯ ～11月27日㈰
備長炭電池をつくろう！
　（財）関西電気保安協会による子ども電気
安全教室。備長炭電池の工作など。
　10月８日㈯ 10:00～12:00
　 20人（申し込みが必要）

市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-561610 月 の市民相談

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

11日㈫ 13:00～16:30 市役所　１階１A会議室　
※電話予約受付（先着７人）10月４日㈫８:30から

19日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階小会議室
※電話予約受付（先着６人）10月12日㈬８:30から

25日㈫ 13:00～16:30 市役所　１階１A会議室　
※電話予約受付（先着７人）10月18日㈫８:30から

登記・相続相談 21日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による無料相談）先着６人

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

４日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
６日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　栄養指導室
20日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
20日㈭ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
26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 26日㈬ 13:30～16:30 ショッピングプラザアピア　４階研修室Ａ・Ｂ
※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

11日㈫ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
12日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
12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
13日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　栄養指導室
18日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
20日㈭ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  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
・子ども電話相談 ☎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 11日㈫、13日㈭
25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） 12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。

　

10月17日～23日は
「行政相談週間」です

行政相談委員制度５０周年

　国や独立行政法人などの仕事や
サービスについて･･･
　 ● 要望や相談の窓口がわからない。
　 ● 直接言いにくい。
　このような時は、お気軽に行政
相談委員までご相談ください。
　市民と行政のパイプ役として相談
の解決や実現に努めます。
※無料で秘密は守られます。

市民相談室　☎ 0748-24-5616（直通）
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姉妹都市友好親善使節団
市民交流会参加者

　姉妹都市からの友好親善使節団のみ
なさんを交えた市民交流会を開催します。
マーケット市（アメリカ）

10月22日㈯ 17:30から　 2,000円
ショッピングプラザアピア４階 アピア

ホール（八日市浜野町） 30人（先着順）
場
ちゃんあむみょん

岩面（韓国）
10月30日㈰ 18:00から　 5,000円
不二屋（妙法寺町）　 10人（先着順）
10月14日㈮まで

企画課
　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

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

Ⓐ 10/18～11/29（毎週火曜）
　 10:00～11:00

ＬＧスポーツ
入門コース

各先着15人
6,000円

Ⓐ 10/14～12/９（毎週金曜）
　 ９:30～10:30
Ⓔ 10/６～12/１（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

Ⓑ 10/14～12/９（毎週金曜）
　 10:40～11:40
Ⓓ11/１～12/20（毎週火曜）
　 20:00～21:00

16歳以上 10月１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

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

ビームライフル大会
11月26日㈯
県立障害者福祉センター（草津市）
10月17日㈪まで
滋賀県障害者スポーツ協会員の人

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

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

10月30日㈰10:00～15:00（雨天中止）
市役所本庁舎駐車場
10月22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

手話公開講座受講生

テーマ「聴覚障害者の生活」（講義）
10月６日㈭ 19:00～21:00
市役所東庁舎Ａ会議室
市民または市内在勤・在学の人

※要約筆記が必要な場合は 10月３日㈪
までにご連絡ください。

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

一日年金相談（予約制）

　彦根年金事務所が「予約制による年
金相談」を実施します。

10月20日㈭ 10:00～16:00
市役所別館 中ホール　
20人（先着順） 10月13日㈭まで
彦根年金事務所

　☎0749-23-5489（予約専用電話）

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成24年２月16日㈭
立命館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市）
10月24日㈪～11月11日㈮

　９:00～17:00（土・日・祝を除く）
※申請用紙・申し込みは下水道課（東近
江市水道事務所１階）へ

下水道課
　☎0748-24-5665　 0505-801-5665
　（財）滋賀県建設技術センター
　☎077-565-0216
　ホームページ http://www.sct.or.jp/

魚のさばき方教室参加者

　「鯛
たい

」をさばきます。（入荷状況により変更）
10月22日㈯ 13:00～15:00
①八日市コミュニティセンター

　②平田コミュニティセンター
20歳以上 各10人（先着順）
1,000円（材料代）
新聞紙１日分、まな板、タオル２枚、

エプロン、包丁（できれば出刃包丁）
10月３日㈪～７日㈮ ※水曜日除く

　電話にて受付（９:00～15:00 ）
八日市公設地方卸売市場

　☎0748-23-6671　 0505-801-1136

環境講演会

私、琵琶湖の漁師です
　　　　～漁から見える琵琶湖の今～
講師：滋賀県漁業協同組合連合青年会
代表監事　戸田直弘さん
　琵琶湖に生息する固有種の生態系を乱
しているといわれる外来魚。湖の現状を
現役の漁師さんからお話しいただきます。

10月21日㈮ 13:30受付　14:00講演
市役所別館２階大ホール
80人（先着順）
生活環境課

　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

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
　10月５日㈬ 10:00～11:30
　　　６日㈭ 20:00～21:30
火曜の午後は太極拳で　 300円
　10月11日㈫、25日㈫ 13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　よし笛の演奏
　10月13日㈭ 10:00～11:45
ザイラーピアノデュオコンサート
　ザイラー夫妻によるピアノデュオコンサート
　10月16日㈰13:30開場　14:00開演
　 前売2,000円（当日2,500円）
　※未就学児の入場はできません。
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　10月19日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
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ーナーコ報情

こどもと子育てを地域で支えるつどい

　子育て中のお母さんの声を紹介する
ことで、世代を超えて育児の問題を再
確認し、子どもの虐待予防を考えます。

10月27日㈭ 13:30から
市役所別館２階大ホール
10月20日㈭まで
こども支援センター

　☎0748-24-5663　 0505-802-3275

「つどいの広場」運営団体
募集説明会

　乳幼児を持つ子育て中の親子が気軽
に集い、相互に交流できる「つどいの
広場」を運営する団体の募集説明会を開
催します。

10月13日㈭ 10:00から
市役所東庁舎 東Ａ会議室
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

行政書士無料相談所

　遺言、相続の手続き、各種の許認可
申請など、行政書士が暮らしと役所のさ
まざまな手続きについてお答えします。

10月10日㈷ 13:30～16:00
※予約不要

市役所別館２階大ホール
滋賀県行政書士会湖東支部

　☎0748-52-4858（森沢）

　10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。
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

健
けんこう

口いきいきフォーラム 2011

テーマ「糖尿病と歯周病」
　臨床経験豊富な医師らの講演、ポス
ター展示、顕微鏡によるお口のばい菌観
察、口臭測定などの体験コーナー。

10月23日㈰ 14:00～16:30　 200人
てんびんの里文化学習センター
滋賀県歯科医師会湖東支部

　☎0748-48-7370

表示登記・境界問題無料相談会

　土地や建物の調査・測量および表示
登記の専門家「土地家屋調査士」による
無料相談会。

10月８日㈯ 10:00～16:00
※予約不要（事前予約可） 

五個荘コミュニティセンター
滋賀県土地家屋調査士会

　☎077-525-0881

市レディース・バレーボール大会

11月23日㈷８:30から
布引運動公園体育館

①バレーボールの部　 市バレーボール協
会に登録しているチーム（９月30日現在）、ま
たは市在住の既婚女性で編成したチーム。
②ソフトバレーボールの部
③オープンの部（バレーボール）

②③共通：市在住・在勤の18歳以上の
女性で編成したチーム。高校生は除く。

（ほか要件あり）
※一人一部門のみの出場に限る。

10月28日㈮まで（電話不可）
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

東近江市歴史カレッジ

　東近江市の歴史を、映像や資料から
学びます。

開催日 テーマ・開催場所

10月１日㈯
「能登川の歴史」第１巻
を読む 

埋蔵文化財センター

10月８日㈯
古文書に記された人びと
の祈り　 くずし字辞典

埋蔵文化財センター

10月15日㈯
押立山争論と地域のつながり

くずし字辞典
湖東図書館

10月29日㈯
近江商人の史料を読む

くずし字辞典
埋蔵文化財センター

いずれも13:30～15:00　 100円（資料代） 
※10月１日㈯以外は申し込みが必要

文化財課市史編纂室
　☎0748-42-5031　 0505-801-5011

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：うんどうかいごっこ

開催日 開催場所
10月21日㈮ 洗心館

10月21日㈮ 湖東体育館

10月25日㈫ 永源寺ふるさと文化体験学習館

10月26日㈬ やわらぎホール

10月28日㈮ 蒲生体育館

11月１日㈫ 布引体育館

いずれも10:00～11:30
各会場50組程度（申し込みが必要）
10月３日㈪から受付

下記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

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷金（※３）

翔21（八日市上之町）
※１

※２
鉄筋コンクリート
６階建

２LDK 83,000円 249,000円

３DK 80,000円 240,000円

※１ 特定優良賃貸住宅（県の認定を受けた優良賃貸住宅です。所得に応じ家賃の一
部を補助する場合があります）　※２ 募集時期により異なります　※３ 礼金・更新料
は不要　 入居申し込みの相談は、㈱山彦（☎0748-22-3060）まで

公的賃貸住宅入居者募集
住宅課　☎0748-24-5652　 0505-801-5652
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子ども手当の支給日

　10月７日㈮は、６～９月分の子ども
手当の支給日です。（金融機関によって振
込みの時間帯が異なります）
※ 10月１日から新たな子ども手当制度に
変わります。

（詳しくは８ページをご覧ください）
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

10月16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

東近江市美術展覧会

第１期（洋画、彫刻彫塑、書）
10月19日㈬～23日㈰９:00～17:00

第２期（日本画、美術工芸、写真）
10月26日㈬～30日㈰９:00～17:00

※10月23日、30日は15:00まで
八日市文化芸術会館
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

ヘムスロイド村O
オ ー プ ン

penS
ス タ ジ オ

tudio2011

　ヘムスロイド村で活動している工芸作
家のほかゲスト作家を迎え、制作の見学
や体験ができるオープンスタジオを開催。

11月６日㈰ 10:00～16:00
ことうヘムスロイド村（平柳町）
湖東支所　地域振興グループ

　☎0749-45-0511　 0505-801-0511

定期的し尿汲み取りを開始しました
（愛東・湖東地区）

　10月１日から円滑な収集を図るため、
電話依頼によるし尿汲み取りを廃止し、
定期的し尿汲み取りを開始しました。
※浄化槽汚泥は電話依頼
申し込みがまだの家庭は、至急下記の
窓口で手続きをしてください。

湖東広域衛生管理組合
　☎0749-35-4058　
　生活環境課
　☎0748-24-5633　0505-801-5633

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区）

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

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107

生活環境課
　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

手話通訳をご利用ください

　下記の日程で手話通訳者が蒲生支所
に配置されます。各種手続きや相談に
ご利用ください。

10月 ３日㈪、17日㈪
11月 ７日㈪、21日㈪
12月 ５日㈪、19日㈪
１月 16日㈪、23日㈪
２月 ６日㈪、20日㈪
３月 ５日㈪、19日㈪

いずれも10:00～12:00
蒲生支所　市民福祉グループ

　☎0748-55-4883
　 0505-801-4883　FAX  0748-55-1160
※記載以外の日時、または蒲生地区以
外で通訳が必要なときは、下記へご連
絡ください。
　障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052

宝くじ助成金で備品を整備

　南部地
区自治会
連合会で
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やイベン
ト備品（たこ焼き機、ガスコンロ、リヤ
カー、イルミネーション）などを整備され
ました。

総務課
　☎0748-24-5600　 0505-801-5600

市民ギャラリー

● 鵜飼雅樹水彩画サークル展
　10月４日㈫まで
● 楽しく二人展　10月４日㈫まで
●日下山清彦（日本画）小品展
　10月６日㈭～18日㈫
●さわやかニット
　10月６日㈭～11月14日㈪
● 現代大津絵展　10月20日㈭～31日㈪

市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

男性のための『健康・仲間』づくり講座　 長寿福祉課　☎ 0748-24-5645　
　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0505-801-5645

開催日 時間 内容

① 11月８日㈫ 13:30～16:30 会社から地域へ－その心がけ
森を楽しもう～河辺いきものの森の散策と焼き芋づくり～

② 11月15日㈫ 13:30～16:30 健康アラカルト
ニュースポーツでからだを動かそう

③ 11月22日㈫ 13:30～16:30 いつもの景色から再発見！～携帯カメラやデジ
カメを使って写真を撮りましょう～

④ 12月７日㈬ ９:30～13:30 料理教室 Part１
　～男性による男性のための料理教室～

⑤ 12月13日㈫ ９:30～13:30 料理教室 Part２
　～池田牧場の楽しいお話とクッキング～

⑥ 12月20日㈫ 13:30～16:30 しめ縄づくり

市内（詳細は参加者に個別に通知します） 先着20人 材料費の実費負担あり
市内在住のおおむね60歳以上の男性で５回以上受講できる人 10月21日㈮まで


