
広報ひがしおうみ　2011.11.1 14

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

２日㈬・26日㈯ 11:00～11:30　　　 10日㈭・12月１日㈭ 10:30～11:00
10日㈭・12月１日㈭ 10:30～11:00　 16日㈬ 10:30～11:00
５日㈯ 10:30～11:00　 2日㈬ 11:00～11:20　 18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　
５日㈯・19日㈯・26日㈯ 14:30～15:00　 毎週土曜日11:00～11:30
12日㈯・26日㈯ 10:30～11:00　 19日㈯・26日㈯ 15:30～16:00
５日㈯・12日㈯・26日㈯ 11:00～11:30

かみしばい 12日㈯ 14:30～15:00　 12日㈯ 15:30～16:00　

えいが会

こども向け

13日㈰ 14:00から「ごんぎつね」（30分）
27日㈰ 14:00から「ジャングル大帝」（104分）
12日㈯ 14:00から「おばけの地下室たんけん」（42分）
5日㈯ 15:00から「14ひきのあきまつり」（22分）

おとな向け

12日㈯ 13:30から「ローマの休日」（118分）
６日㈰ 14:00から「地獄門」（89分）
５日㈯ 14:00から「東京キッド」（81分）
12日㈯ 14:00から「アイ・アム・サム」（133分）

企画展示など

展示 平和祈念パネル展　９日㈬まで

そのほか

蒲生図書館臨時休館 ６日㈰（支所にて蒲生いきいきあかねフェア＆ふくろう祭り開催のため）
子どもの医療勉強会　19日㈯10:30～12:00　 40人（申し込み必要）

　 講師：湖東診療所 東野克巳医師　※託児あり（申し込み必要） 100円（保険代）
良い夜いコンサート　４日㈮ 19:00から

　 出演：日本センチュリー交響楽団ヴァイオリニスト 小川和代さんほか
街頭紙芝居　３日㈷ 14:00～15:00　古橋理恵さんによる昔懐かしの街頭紙芝居

　 おはなし＋ふれあいあそび「うちの子最高！今すてきな子どもたちへ伝えたいこと」
　 講師：熊丸みつ子さん　 乳幼児とその親
　　 13日㈰ 10:30から　 13日㈰ 14:00から　 どちらも20組（申し込み必要）
　　 17日㈭ 10:00から　 永源寺コミュニティセンター　 30組（申し込み必要）

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

11月の
図書館

＊各図書館を記号で
　表示しています。

『うちの子、最高！』
 　熊丸みつ子著
　　　　（かもがわ出版）
　子どもの幸せのために頑
張っているのに、いま何をど
うすればいいのか悩み、落
ち込んでいる人もいるのでは
ないでしょうか。親として、

おとなとして、地域として、子育てに関わ
るパワーのわいてくる一冊です。

今月の一冊

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せら知おの療診科歯日休の月11

３日㈷ ６日㈰ 13日㈰ 20日㈰ 23日㈷ 27日㈰
富永歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-37-7002

ふれあい歯科医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-49-5757

曽我歯科医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-42-5807

日野記念病院歯科
（蒲生郡日野町）
☎0748-53-2655

安土デンタルクリニック
（近江八幡市）
☎0748-46-4797

宮澤歯科医院
（五個荘小幡町）
☎0748-48-5145

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝IP電話　 ＝場所
　　　　　　　　 ＝定員　 ＝対象　 ＝費用

※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。

11/20㈰ 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は、花が咲いて
いれば摘み取り体験ができます。
生涯学習課  ☎0748-24-5672   0505-801-5672

　　　　　   0120-834-414 （受付9:30～17:30  土･日･祝日を除く）
日本公文教育研究会　彦根事務局
　彦根市大東町5-12 UKAIビル2F

「くもんの先生」を始めてみませんか？

※左のQRコードから、「くもんの先生 募集」の内容詳細や、他の会
場･日時での「くもんの先生 説明会」のご案内をご確認できます。

※時間 10:30～12:00
日程 会　　場

東近江 12/６㈫ ショッピングプラザアピア研修室
近江八幡 12/８㈭ Ｇネットしが

KUMONの考えや教育法、先生の仕事や教室開設をサポートする
制度などについて説明いたします。お気軽にご参加ください。

問合せは

★くもんの先生 説明会★
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宝くじ助成金で備品を整備

人口：117,359人（＋24）／男：58,086人（＋29）／女：59,273人（－５）／世帯数：41,579世帯（＋48）＊（  ）内は前月比人口（平成23年10月１日）

国立病院機構滋賀病院に新ドクター着任！
　10月１日から国立病院機構滋賀病院に新しい医師が来られました。
　東近江市は、今後も引き続き病院機能の充実が図られるよう支援していきます。
　新たに来られた医師を紹介します。

整形外科

　当院に５年間不在だった整形外
科常勤医師として赴任しました。
外傷・変形性関節症やリウマチ・
脊椎疾患など運動器疾患のトータ
ルケアに頑張ります。どうぞよろ
しくお願いします。

産婦人科

　新しく赴任した産婦人科の小野
哲男です。専門は周産期領域で、
来年からの安全・安心・快適な分
娩取り扱いに向けて精一杯努力さ
せていただきますので、よろしく
お願いします。

小野哲男医長

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
土・日・祝・夜間も予約により相談可
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公開
講座

市道小幡竜田線が開通
　宝くじの助成金でコミュニティ活動の推進を図るため、
下記の備品を整備されました。

御園地区自治会連合会
　野外放送設備（アンプ、マイク、ス
ピーカー）、長机、パイプイス、イベ
ント用テント、パソコン、プリンター
など。

玉緒地区自治会連合会
　チッパーシュレッダー、発電機、
イベント備品（ポップコーン機、大
型鉄板付コンロ、餅つきの臼と杵、
セイロ、かまど）など。

菊地克久医長

　10月３日㈪、市道小幡竜田線が開通しました。
　※開通に伴い、市道宮荘清水鼻線（中山道）が
　一旦停止となりますのでご注意ください。

テーマ「健診で引っかかったらどうしたらいいの？」
－何ともないからと放っておいてはいけません！
11月23日㈷13:30～16:00　
ショッピングセンターアピア４階アピアホール

◆詳しくはお問い合わせください。
国立病院機構 滋賀病院　☎0748-22-3030

　①血圧が高いと言われたら？
　　循環器科　大西正人医長
　②血糖が高いと言われたら？
　　内科　前野恭宏医長
　③胸部Ｘ線で異常ありと言われたら
　　呼吸器科　仲川宏昭医師


