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ーナーコ報情

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

ステンドグラスをつくってみましょう
　12月４日㈰10:00～12:00
　 10人（小学４年生以下
　　は保護者同伴）
　 500円
　 軍手、汚れても良い服装
星空観察会と防寒服の販売のお知らせ
　南極体験で使用していた防寒服を、
希望者に有料でお譲りします。
①星空観察会と防寒服の販売（希望者）
　12月９日㈮18:00～20:30
　 30人（応募者多数の場合は抽選）
　 12月１日㈭～７日㈬ １着3,000円
②一般販売（先着順・直売）
　12月10日㈯～23日㈷　 １着3,000円

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

企画展
「もっと知りたい！東近江市～山・湖・人～」
　12月４日㈰まで
オリジナルリース創

つ く

り
　ツルや木の実を採集し、オリジナルの
リースを創ります。
　12月10日㈯ 13:00～15:30
　 30人（申し込みが必要）

   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
　サンタクロース、トナカイ、雪だるまな
ど楽しさいっぱいの凧を展示。
　12月26日㈪まで
　 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24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

「辰」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。イラストはホー
ムページ（http://oodako.net/）からも
ダウンロードできます。
　12月５日㈪～26日㈪

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㈭ 20:00～21:30
　　　７日㈬ 10:00～11:30
火曜の午後は太極拳で　 300円
　12月６日㈫、13日㈫ 13:15～14:30
音楽の散歩道　 400円
　木管五重奏　ブーケ・デ・ノート
　12月８日㈭ 10:00～11:45
ファミリーコンサート「魔法の笛吹き」
　12月17日㈯ 10:30・14:00（２回公演）
　 前売500円（当日700円）全席自由
親子で楽しくリトミック　 一組300円

　12月21日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

  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）

  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21日㈬ 10:00～11:30　 500円

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

13日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民相談室　
※電話予約受付（先着７人）12月６日㈫８:30から

21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）12月14日㈬８:30から

27日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民相談室　
※電話予約受付（先着７人）12月20日㈫８:30から

登記・相続相談 16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

１日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
２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
５日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
６日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
16日㈮ ９:30～12:00 市役所　２階２Ｃ会議室
20日㈫ 10:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
28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

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

２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
５日㈪ 13:00～16:00 南部コミュニティセンター
５日㈪ 13:00～16:00 建部コミュニティセンター
５日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
７日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
９日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
13日㈫ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
14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
・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
６日㈫、20日㈫ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562415日㈭ 14:00～17:00

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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男女共同参画推進リーダー
養成講座受講生

　男女共同参画に関する基礎知識を身
につけ、地域社会で活動してみませんか。

開催日時・内容

①１月12日㈭ 10:00～11:45
「コミュニティビジネス」
講師：ファブリカ村　北川陽子さん

②１月18日㈬ 10:00～11:30
「まちづくりの中の男女共同参画」
講師：びわこ学院大学短期大学部
　　　谷口浩志さん

③１月28日㈯ 10:00～11:45【公開講座】
「花に思いをよせて 心を育む（花育）

　～人と人との縁に花を生かす～」
講師：フラワーデザイナー　市田椰良生さん

④２月２日㈭ 10:00～11:30
「現代子ども界での男女共同参画

　～小学校現場の状況と課題から～」
講師：八日市北小学校　青地弘子さん

⑤２月９日㈭ 10:00～11:45
「福祉モール構想～様々な人や事業所の

参画で深みのある地域づくり～」
講師：社会福祉法人結の家　太田清蔵さん

市役所東庁舎 Ａ会議室
　（③のみ市役所別館大ホール）

30人（③のみ80人）
12月20日㈫まで

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

エコキャンドル作り教室参加者

　「廃食油」を使った
キャンドル作りに参加
しませんか？万が一の
災害時や、クリスマス
のキャンドルとしても
使えます。

12月18日㈰
　 ①11:00から ②13:00から

南部コミュニティセンター
①市内在住の３歳以上の親子10組

　　②市内在住の小学４～６年生20人
12月15日㈭まで

東近江市さわやか環境づくり協議会
　生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時
ＬＧスポーツ
入門コース

先着15人
6,000円

Ⓐ１/６～２/17（毎週金曜）
　 ９:30～10:30

ＬＧスポーツ
ステップアッ
プコース

先着15人
6,000円

Ⓑ１/６～２/17（毎週金曜）
　 10:40～11:40

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

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

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：交通安全教室

開催日 開催場所

12月14日㈬ やわらぎホール

12月16日㈮ 五個荘コミュニティセンター

１月10日㈫ 蒲生コミュニティセンター

１月12日㈭ 中野コミュニティセンター

１月17日㈫ 湖東福祉センター

いずれも10:00～11:30
12月１日㈭から
各会場50組程度（申し込みが必要）

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

市卓球選手権大会参加者

平成24年１月22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　③50歳
以上の部　④一般の部　
※②④は年齢制限なし。ただし過去の本
大会入賞者は②には出場不可。

小学生200円、中学生300円、一般500
円（当日徴収）

12月１日㈭～１月12日㈭
布引運動公園体育館

　☎0748-25-2633　 ･FAX  0505-801-2633

布引ダンスフェスティバル参加チーム

平成24年３月11日㈰９:30開演
①ジュニアの部（３歳～中学生）

　②アダルトの部（高校生以上）
　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１日㈭～12月20日㈫

＊１月26日㈭に事前説明会を実施しま
す。その際に参加費を徴収します。

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

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）
＊準特定優良賃貸住宅

１戸 中層耐火３階建 ２LDK 23,800円～35,400円 71,400円～106,200円

駒塚（五個荘簗瀬町）１戸 簡易耐火２階建 ３DK 12,800円～19,100円 38,400円～57,300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

※今回は単身入居可能な住宅はありません。
★入居可能日＝平成24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。

12月１日は「世界エイズデー」
　毎年12月には、日本各地でもエイ
ズの啓発イベントが開催されます。
　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
ズのまん延防止のために、みなさん
もキャンペーンのイベントに参加して
正しい知識と支援を深めてみてはい
かがでしょうか。



広報ひがしおうみ　2011.12.1 12

◎記号説明　 （日時）、 （場所）、 （対象）、 （定員）、 （費用）、 （持ち物）、 （申し込み）、 （問い合わせ）、 （IP電話）
＊費用の記載がないものは無料　＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください

ーナーコ報情

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・蒲生地区）

12月
３日㈯･４日㈰･10日㈯･11日㈰
17日㈯･18日㈰･23日㈷･24日㈯
25日㈰･29日㈭･30日㈮･31日㈯

１月
１日㈷･２日㈪・３日㈫・７日㈯
８日㈰･９日㈷･14日㈯・15日㈰
21日㈯･22日㈰･28日㈯･29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９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。

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107
★愛東・湖東地区は、本年10月１日から
定期収集に移行しています。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

いのちと人権を考えるセミナー

　東日本大震災からの復興のため私たち
には何ができるか、また「生」と「つながり」
について共に考え、実践につなげます。
演題：震災復興ボランティアの現場から
～災害と人権～
講師：片岡遼平さん（NPO 人権センター
HORIZON事務局長）

12月８日㈭19:30～21:00（受付19:00）
てんびんの里文化学習センター
200人
住所・氏名・電話番号を記入して12

月７日㈬までに人権課へ（電話可）
★人権啓発パネル展
　東日本大震災被災地の子どもたちから
のメッセージや人権に関するパネルを展示

12月５日㈪～９日㈮
市役所１階中央ロビー

人権課　☎0748-24-5621
　 0505-801-5621　FAX  0748-24-0752

「環境美化の日」美化活動にご協力を

　12月１日は「環境美化の日」。本市で
は次のとおり美化活動を実施します。

12月４日㈰９:30～11:30（雨天中止）
愛東地区愛知川河川敷道路周辺

　集合場所＝愛東南小学校
※ごみ袋、軍手はお渡しします。実施の
有無は当日９:00以降にテレホンサービス

（☎0748-24-1241、1242）まで
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

12月18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。

※あいとうマーガレットステーションの花
　の摘み取り体験は終了しました。

生涯学習課　
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

市民ギャラリー

● 老人福祉センター延命荘墨絵教室展
　12月９日㈮まで
● 親子展示トールペイント（平尾径子）
　12月22日㈭まで
●シニアITの会　12月13日㈫～22日㈭
● 木曜会中野油絵教室
　12月27日㈫～１月12日㈭
● 中西編物教室
　12月27日㈫～２月７日㈫

市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

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
が、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。
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４年４月１日以前生）で、①または②に該当する人
①10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24年１月10日㈫（必着）
返信用封筒に入れて郵送または各集落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。

農業委員会　☎0748-24-5682　 0505-801-5682

あなたの健康のため、がんを早期に発見できる「がん検診」を受診しましょう。
◆乳がん・子宮頸がん無料検診対象者…７月中旬にお送りしています
＊詳しくは同封の「女性のためのがん検診手帳」をご確認ください。
◆大腸がん無料検診対象者…10月下旬にお送りしています
＊詳しくは同封の「大腸がん検診手帳」をご確認ください。
※各検診の無料クーポン券のご利用・払い戻しは３月末までにお願いします。
※市外に転出された場合は、無料クーポン券はご利用いただけません。

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646

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）』
※時間は番組表をご覧ください。
広報秘書課

　☎0748-24-5611
　 0505-801-5611

市政広報番組放送

がん検診無料クーポン券は使用されましたか？
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2012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24年１月31日㈫まで １冊500円
企画課

　☎0748-24-5610　 0505-801-5610

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。

12月15日㈭ 10:00～16:00
市役所別館 中ホール
20人（先着順）　 12月８日㈭まで
彦根年金事務所

　☎ 0749-23-5489（予約専用電話）

あいとう地区公開講座

　健康創作落語「笑いは心のくすり」と
講演で、健康について考えます。
講師：井筒家磯七さん（いづつ薬局薬剤師）

12月８日㈭ 13:00から
愛東福祉センターじゅぴあ

※医療・介護相談、測定コーナー、介
護食の紹介などもあります。

あいとう診療所
　☎0749-46-8030　 0505-801-8030

就学校の変更

　公立の小中学校は、通学区域により
就学校を指定していますが、特別な事
情がある場合は就学校の変更が認めら
れることがあります。平成24年度以降
の変更を希望される場合（入学予定者
を含む）は手続きが必要ですので、平
成24年１月18日㈬までにお問い合わせ
ください。

教育総務課
　☎0748-24-5670　 0505-801-5670

生活のしづらさなどに関する調査
（全国在宅障害児・者等実態調査）

　手帳の有無に関係なく障がいのある
人の生活状況について、５年に１回の
全国調査が12月１日を基準日として行わ
れます。本市でも、一部の地域を抽出
して調査が実施されます。調査のお知
らせのチラシが配布されたご家庭には、
調査員が12月上旬に訪問させていただ
きますので、ご協力をお願いします。

障害福祉課
　☎ 0748-24-5640　 0505-801-5640

国際ふれあいパーティー

　東近江国際交流協会では、ゲームや
アトラクションを通じて、市内在住の外
国人のみなさんとの交流を深めます。

12月18日㈰ 12:00～14:30
市役所別館 大ホール
500円　 12月16日㈮まで

企画課
　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

ノロウイルス食中毒にご注意を

　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。特に、子どもたちが集団
生活を送る学校などでは、爆発的に流
行する恐れがあります。
　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。次のこと
を心がけて、感染を予防しましょう。
◆予防のポイント
● 料理前やトイレの後は石けんでよく手
　を洗う
● カキなどの二枚貝や、生ものを調理す
　るときは中心までよく火を通す

東近江健康福祉事務所（東近江保健所）
　☎0748-22-1253

　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17年４月２日～平成18年４月１日生まれ（小学校入学１年前）
　３期：平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ（中学１年生相当）
　４期：平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ（高校３年生相当）
　◆今年度に限り、４期の対象者に加え高校２年生相当の人も対象とします。
■二種混合（ジフテリア・破傷風）
　平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれ（接種勧奨年齢）
※予防接種の詳細は健康ガイドブックをご覧ください。

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

12月４日㈰～10日㈯
第63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～」
　あらゆる差別や偏見をなくし、みん
なが明るく暮らせる社会をつくるために
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

12月１日㈭～12月31日㈯
　次の４点を重点目標に年末の交
通安全県民運動を実施します。

①高齢者の交通事故防止
②飲酒運転の根絶
③夕暮れ時と夜間の交通事故防止
④すべての座席のシートベルトと　
　チャイルドシートの正しい着用
　の徹底

交通政策課
　☎ 0748-24-5658
　 0505-801-5658

年末の交通安全県民運動


