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

企画展　アートな暮らしの道具たち 
　５月６日㈰まで
特別展「カチンコとメガホン - 沢島忠＆
　　　　　　　　東近江の映画文化 -」

　（共催：能登川図書館）
　東近江市出身の映画
監督沢島忠さんに寄贈い
ただいたシナリオや写真
を紹介。また、市内の映
画文化を振り返ります。

　５月10日㈭～６月17日㈰
メダカ探検隊
　５月12日㈯ 13:30～15:00
　 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「現代日本画家13人の足跡」
　開館から毎年開催してきた現代日本
画壇で活躍する作家の作品展。寄贈い
ただいた作品を一堂に紹介。
　６月17日㈰まで
　 200円（小中学生100円）

   東近江大凧会館  ☎0748-23-0081　
　　　　　　　　　           0505-801-1140

～みんな来い！来い！～
「鯉の凧展」
　鯉の絵柄の凧を展示
　５月６日㈰まで
　 300円（小中学生150円）

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　 500円
　５月２日㈬ 、９日㈬ 10:00～11:30
音楽の散歩道　 400円
　オカリナの演奏
　５月10日㈭ 10:00～11:45
簡単！リズム体操　 300円
　５月17日㈭、31日㈭ 10:00～11:30
あかね人形劇まつり
　プロの人形劇団がやってくる！
　５月20日㈰ 10:00～15:30
　 前売券 700円、当日券 900円
　　（３歳以上有料）
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　５月30日㈬ 10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

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

雪氷を楽しむ
　①赤雪の観察（随時）
　②雪の結晶紋切り下敷き（随時）
　　 50円（材料費）
　③ダイヤモンドダスト
　　（10:00、13:00、15:00 開始）
　④過冷却実験
　　（11:00、14:00、16:00 開始）　
　５月３日㈷～５月６日㈰

スイーツデコ “クッキーストラップ”
　樹脂粘土を使い工作します
　５月13日㈰ ①10:00～12:00
　　　　　　②13:30～15:30
　 小学生以上　 500円（材料費）
　 各回６人（申し込みが必要）

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
　５月16日㈬ 10:00～11:30　 500円

の市民相談５ 月 市民生活相談課（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

16日㈬ 13:00～15:30 能登川支所　２階小会議室　
※予約受付（定員５人）５月９日㈬８:30から

22日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※予約受付（定員７人）５月15日㈫８:30から

29日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※予約受付（定員７人）５月22日㈫８:30から

登記・相続相談 18日㈮ 13:00～16:00 市民生活相談課（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

８日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター  １階相談室
10日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
21日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
23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 30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 市民生活相談課

人権課　☎0748-24-5620（直通）　 0505-801-5620

特設人権
なんでも相談
※人権擁護委員
　による相談。
　無料で秘密厳
　守

９日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
９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
10日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
16日㈬ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
18日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター  １階相談室
21日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

「人権擁護
委員の日」

特設人権相談

６月１日㈮ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館、五個荘支所、
愛東支所、能登川保健センター

６月１日㈮ ９:00～16:00 蒲生支所
６月１日㈮ 13:00～16:00 市役所
６月４日㈪ 13:30～16:00 湖東支所

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㈮、25日㈮ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562417日㈭ 14:00～17:00
介護者の悩み相談
（ミモリの会） ９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（市民生活相談課内）
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。



広報ひがしおうみ　2012.5.111

電話番号の間違いにはご注意ください
公共機関にお電話いただく際には、市外局番など番号の確認をお願いします

弓道教室受講者

６月16日㈯～９月８日㈯ 13:30～15:30
布引運動公園弓道場　 高校生以上
12人程度
5,000円（保険料含）
６月10日㈰まで　

申込方法：電話（随時）ま
たは弓道場に直接申し込みく
ださい。
受付：土曜日14:00～17:00、
日曜日10:00～13:00 ※休みの場合あり

市弓道協会（佐藤）
　☎ ･FAX0748-22-5557

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

開催日時 内容・金額
６月18日㈪
９:30から

ダンボールコンポで生ごみ
堆肥づくり 500円程度

７月26日㈭
９:30から

知っ得 - 腰痛予防のた
めの日常生活術 -

10月５日㈮
９:30から

絵手紙を楽しむ
300円程度

11月２日㈮ 館外研修（信楽焼体験と芸
術鑑賞） 4,000円程度

11月19日㈪
９:30から

押し花で作品をつくろう
700円程度

おおむね60歳以上
延命荘　

　☎0748-22-6000　 0505-801-6000

てんびんの里ふれあいウォーク

　近江商人屋敷や観峰館など施設をめ
ぐり、スタンプラ
リーを行います。
ゴール後には、ふ
れあいコンサート
やお楽しみ抽選会
があります。

◆コース：６km、11km
５月20日㈰８:30から　
500円（ただし、小学生未満は不要）
五個荘中央公園スタート・ゴール
５月16日㈬まで

五個荘コミュニティセンター
　☎0748-48-7100　 0505-801-7100

春季バレーボール大会参加チーム

５月13日㈰　 布引運動公園体育館
登録チーム・一般女子（９人制）
１チーム 2,000円　
５月７日㈪まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎･FAX0748-23-2376

県民体育大会予選会参加チーム

バレーボール
６月３日㈰　
五個荘体育館
市内在住者で編成

された男女別９人制（高校生以下除く）　
５月27日㈰まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎･FAX0748-23-2376

滋賀県障害者スポーツ大会

スペシャルスポーツカーニバル
７月１日㈰　 長浜ドーム（長浜市）
５月30日㈬まで
療育手帳をお持ちの人

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052
　または各支所

手話入門講座

６月20日～11月14日の毎週水曜日
　19:00～21:00 全22回　 ※８月15日は
休講、10月３日は体験学習に振り替え

市役所東庁舎A会議室ほか
市民または市内在勤・在学（高校生

以上）で手話の学習経験がない人、ま
たは手話学習経験がおおむね１年未満
の人で、全課程を受講できる人

教材などの実費　 40人程度
５月31日㈭までに（必着）、往復はが

きに①氏名（ふりがな）②住所③連絡先
（電話／ FAX）④職業（通勤先・通学先）
⑤手話学習歴（活動内容と年数）⑥受
講動機を記入し、「手話講座申し込み」と
明記して、下記まで申し込んでください。

〒527-8527　東近江市八日市緑町10－5
　東近江市役所障害福祉課
　☎0748-24-5640　 0505-801-5640
　FAX0748-24-1052

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：親子ふれあい体操

開催日 開催場所

５月22日㈫ 南部コミュニティセンター

５月24日㈭ 蒲生コミュニティセンター

５月29日㈫ ぷらざ三方よし

５月31日㈭ 愛東支所

６月５日㈫ やわらぎホール

いずれも10:00～11:30
各会場50組（先着順）※申し込み必要
５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　　☎0748-55-0113

ファミリー・サポート・センター会員

　育児の支援が必要な人（依頼会員）に
支援ができる人（協力会員）を紹介し、地
域で子育てを応援する制度です。
会員になるには講座の受講が必要です。

開催日時 講座内容

５月24日㈭
９:30～15:00

・オリエンテーション
・支援の現状と求められる
サポーター・病気、けが、
事故の予防と対応

５月25日㈮
９:40～16:00

・子どもの心と体の発達
と遊び
・子どもの栄養と食生活
・救急救命講習

協力会員または両方会員になりたい人
は２日間すべてを受講。※依頼会員のみ
を希望される人はお問い合わせください。

５月18日㈮まで　
八日市文化芸術会館

ファミリー･ サポート･ センター
　☎0748-22-8202　 0505-801-1135

 てんびんの里文化学習センタ ー ☎0748-48-7100    
                                     0505-801-7100

オー！キッズフェスティバル 2012
　サクソフォン８重奏コンサートやマジッ
クショー、英字新聞でエコバック作りなど
　５月５日㈷ 13:00～16:00
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ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

５月20日㈰ 10:00～15:00（雨天中止）
市役所本庁舎駐車場
５月12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（当日徴収、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

親と子のよい歯のコンクール

６月７日㈭ 14:30～16:00
湖東保健センター
平成23年度に３歳６か月

児健診を受けた、むし歯のな
い市内在住の幼児とその親

５月18日㈮まで
※最優秀賞の親子は、市の代表として県
のコンクールへ参加していただきます。

健康推進課
　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

「おかあさんありがとうのつどい」
＆「母と子のスポーツ大会」

　母子福祉のぞみ会主催によ
る母と子がふれ合えるスポー
ツ大会の参加者を募集します。

すべての母子家庭世帯が対象です。
内容：お母さんへのメッセージ、玉入れ、
デカパン競争など

６月24日㈰ 10:00～15:00　
大人 300円、子ども200円（当日徴収）

　※弁当は準備します
栗東市民体育館
５月25日㈮まで（電話可）

こども家庭課
　☎0748-24-5643　 0505-801-5643
　または各支所市民福祉グループ

マーケット市への友好親善使節団員

　東近江国際交
流 協 会では、 姉
妹都市マーケット
市を訪問する友好
親善使節団の団員

を募集します。滞在中はホームステイを
してマーケット市民との交流を図ります。

９月５日㈬～９月13日㈭
マーケット市（アメリカ・ミシガン州）
４月１日現在、満18歳以上の市内在住

者。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）

25万円程度 ※補助金なし　 ８人
５月31日㈭までに指定の様式でお申

し込みください。
企画課

　 ☎0748-24-5610　 0505-801-5610

やまの子キャンプ青年リーダー

　市内の豊かな自然を舞台に小・中学
生を対象に行うキャンプを手伝ってくだ
さる青年リーダーを募集
します。

８月５日㈰～10日㈮
※事前研修が６回あります。

河辺いきものの森、愛郷の森キャン
プ場ほか　 ５月15日㈫まで

高校生以上でおおむね25歳まで
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

滋賀県ミシガン州友好親善使節団員

　県の姉妹州でホームステイし、生活
体験を通して国際理解と友好親善を深
めることを目的に使節団員を募集します。
※詳しくは、県ホームページまたはチラ
シをご覧ください。

８月23日㈭～31日㈮（内ホームステイ５泊）
アメリカ・ミシガン州
滋賀県に在住し、４月１日現在、満18歳

（高校生は除く）以上であり、健康でかつ
団体行動に協調でき、一人でホームステ
イが可能な人

267,000円 ※補助金なし
本市在住の人は、５月15日㈫までに指

定の様式でお申し込みください。
企画課　

　 ☎0748-24-5610　 0505-801-5610

東近江市民体育大会参加者

★種目：柔道　
６月10日㈰ 布引運動公園体育館
５月18日㈮まで

★種目：陸上
６月10日㈰ 布引グリーンスタジアム
５月25日㈮まで

★種目：テニス　
６月10日㈰ ひばり公園テニスコート
５月31日㈭まで

※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

　   市民大学受講生 　 生涯学習課　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

開催日 講　　　師

６月６日㈬ 先端医療振興財団理事長、京都大学名誉教授　　　井村　裕夫さん

６月27日㈬ 弁護士、公益財団法人さわやか福祉財団理事長　　堀田　力さん

７月13日㈮ 解剖学者、東京大学名誉教授　　　　　　　　　　養老　孟司さん

７月27日㈮ 上武大学駅伝部監督　　　　　　　　　　　　　花田　勝彦さん

８月28日㈫ 理学博士、西堀榮三郎さん三男、第一次南極越冬隊長
西堀榮三郎邸「人生にロマンを求める会」代表理事　　

西堀　峯夫さん

９月25日㈫ 恵泉女学園大学人間環境学科教授　　　　　　　　藤田　智さん

10月17日㈬ 声楽家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安田　祥子さん

※演題・時間など詳しくは、申し込み先に設置の募集要項をご覧ください。
八日市文化芸術会館　 市内在住または在勤・在学者5,000円、ほかは7,000円

※１講座のみの聴講は2,000円　★市内在住または在学の中 ･ 高校生を各講座先着
50人を無料で招待　 生涯学習課、各地区コミュニティセンター（ 五個荘コミュニ
ティセンター除く）、てんびんの里文化学習センター、八日市文化芸術会館まで
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公共機関にお電話いただく際には、市外局番など番号の確認をお願いします

布引グリーンスタジアム
芝生ふれあいデー

　陸上競技場と多目的グラウンドを無料
開放します。この機会に日本陸上競技
連盟第３種公認競技場のすばらしい芝
生やトラックレーンを体感してみてくださ
い。芝生エリアでの昼食も可能です。
※火気を使用するバーベキューは禁止
また、団体での競技利用はご遠慮ください。

５月６日㈰ 10:00～16:00
布引グリーンスタジアム　

　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

名神集中工事（本市関係）

● 昼夜連続車線規制
名神・豊中IC ～東名・春日井IC（上下線）
　５月14日㈪０:00～５月26日㈯午前６:00
　※土日は実施しません
● 夜間通行止め
豊中 IC ～大津IC（上下線）
　５月14日㈪～５月25日㈮ 20:00～翌６:00
　※土日は実施しません
● PA夜間閉鎖
①草津PA（東京方面）
　５月17日㈭ 20:00～翌６:00
②黒丸PA（東京方面）
　５月22日㈫ 20:00～翌６:00
※集中工事専用ホームページ（http://www.
refresh-nexco.jp) でもご覧いただけます。

NEXCO西日本お客さまセンター
　☎ 0120-924-863

「ごみゼロ大作戦」の開催

　東近江市さわやか環境づくり協議会と
美しい湖国をつくる会東近江支部が主催
し、東近江大凧まつり会場周辺のごみを
拾います。

５月20日㈰９:00から（雨天中止）
愛知川河川敷（八千代橋付近）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

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）

５月
３日㈷　･４日㈷・５日㈷･６日㈰
12日㈯・13日㈰･19日㈯･20日㈰
26日㈯・27日㈰

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107
◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東
広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）で
手続きをしてください。

生活環境課
　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

市民ギャラリー

● ゆめっちの絵画展　５月10日㈭まで
● 木工展　５月10日㈭まで
● 春色の子どもたち展
　５月14日㈪～５月25日㈮
● 色を愉しむ
　５月29日㈫～６月11日㈪
● パンフラワー作品展
　５月29日㈫～６月26日㈫

市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は基本
的人権が侵されることのないよう、人権
の相談活動などをしています。６月１日に
は特設人権相談を開設します（詳しくは、
10ページをご覧ください）。

氏　名 住　所 電話番号

山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416

加川　泰正 八日市町 0748-23-5323

日永　清惠 大森町 0748-23-4192

山田　幸平 中小路町 0748-22-3019

山岡　智恢 小脇町 0748-22-1668

山中多美枝 聖徳町 0748-22-6361

山川平兵衛 山上町 0748-27-0883

久田　幸子 高木町 0748-27-1549

小杉　孝子 五個荘竜田町 0748-48-2007

福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777

山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895

植田　恒子 愛東外町 0749-46-1738

野田富士惠 大林町 0749-46-1990

中澤日出司 池庄町 0749-45-0491

島村　俊一 中一色町 0749-45-1992

大林惠美子 小田苅町 0749-45-3327

山本　　均 能登川町 0748-42-2957

廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560

吉田　喜良 林町 0748-42-2297

相馬　和子 今町 0748-42-1245

大塚マサ江 大塚町 0748-55-1787

嶋村　愼一 鋳物師町 0748-55-0926

奥野　秀雄 宮川町 0748-55-1230

人権課　
　☎0748-24-5620　 0505-801-5620

　多重債務や消費生活に関するお悩みは、「東近江市消費生
活センター」へお気軽にご相談ください。
　高齢者の被害が後を絶ちません。被害を未然に防ぐために
家族や地域で見守りましょう。
◇東近江市消費生活センター
　〒527-8527　東近江市八日市緑町10-５（市民生活相談課内）
　◆相談専用電話　☎0748-24-5659　 0505-801-5659
　◆相談時間　９:00～12:00　13:00～16:00（土・日・祝日・年末年始除く）

「安全・安心　いま新たなステージへ」

５月は 消 費 者月間です

５月31日

世 界 禁 煙 デ ー

　世界禁煙デーは世界保
健機関が定めたもので、
日本では31日からの１週
間を「禁煙週間」としてい

ます。世界で２番目に多い死亡原因
は、喫煙が原因の疾患です。
　また、多くの非喫煙者が意思に関
係なく煙を吸う受動喫煙が原因の
疾患で亡くなられています。自分だけ
でなく家族や職場の人の健康を守る
ため、分煙や禁煙への意識を高めま
しょう。
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