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『ふたり★おなじ星のうえで』

　南インドの少女ラマデビは家計を助け
るため綿花の農園へ働きにいき、その
綿花を原料とした T シャツが日本の少女
春佳の元に届きます。少女２人の姿を通
して、世界に広がる格差を描き出してい
ます。

今月の一冊

※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。

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㈭ 10:30～11:00
10日㈭ 10:30～11:00　 16日㈬ 10:30～11:00　 12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　

26日㈯ 10:30～11:00　 19日㈯・26日㈯ 15:30～16:00　
12日㈯・19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 20日㈰ 14:00から「ワニのライルがやってきた」（25分）

おとな向け
19日㈯ 13:30から「荒野の決闘」（100分）
12日㈯ 14:00から「若さま侍捕物帖　黒い椿」（94分）

企画展示など

展示 永源寺ものづくり展 　10日㈭～６月３日㈰
　　永源寺地域で活躍されている作家のみなさんの作品展（木工・陶芸・絵画・造形・染織）

そのほか

金環日食のお話と日食サングラス作製教室　20日㈰ 10:30から　 50円（材料費）
　 小学４年生以上（自分でカッターを使える人）　 20人（申し込みが必要）

金環日食のお話と日食サングラス作製教室　13日㈰ 13:30から　 50円（材料費）
　 小学４年生以上（自分でカッターを使える人）　 30人（ 申し込みが必要）
　（協力：ダイニックアストロパーク天究館）

映画会＆沢島忠講演会「沢島監督黄金期の映画を語る」　20日㈰ 13:30から
　　沢島監督作品「お染久松そよ風日傘」の上映後、講演会を開催。 80人（申し込みが必要）

〈関連イベント〉　展示「カチンコとメガホン - 沢島忠＆東近江の映画文化」
　　　　　　　　10日㈭～６月17日㈰（共催：能登川博物館）
　沢島監督作品上映会 13日㈰、27日㈰、6 月３日㈰、６月10日㈰、６月17日㈰ 各日14:00から

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５

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

0505-801-2266５月の

図書館
＊各図書館を記号で
　表示しています。

谷川俊太郎 / 文・谷本美加 / 写真
塚本やすし / 絵（東京書籍）

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

３日㈷
にしざわ歯科医院

（春日町）
☎0748-25-2438

４日㈷
金谷歯科医院

（蒲生郡竜王町）
☎0748-57-8287

５日㈷
井田歯科東診療所
（八日市東本町）
☎0748-23-5222

広報ひがしおうみ・ホームページ広告募集
　市では、毎月１日に発行している広報紙および市ホーム
ページへの有料広告を募集しています。 

★広報紙への広告掲載料（１枠１号）　30,000円
　※規格：１枠　縦 4.6cm ×横 8.6cm（この枠のサイズ）
★ホームページバナー広告料（１口）　20,000円

詳しくは、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

広報秘書課　☎ 0748-24-5611　 0505-801-5611

【訂正のお願い】平成24年度健康ガイドブック
　４月上旬に自治会配布した「平成24年度健康ガイドブック」
について、次のとおり訂正をお願いします。

★訂正箇所＝９・10 ページ「市内指定医療機関ガイド」表中

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646

訂正の必要な医療機関名 接種を受けられない項目
金岡医院 　予防接種の「BCG」
在田医院 予防接種の「麻しん」・「風しん」
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人口：117,127（－76）／男：57,960人（－39）／女：59,167人（－37）／世帯数：41,601世帯（＋73）＊（  ）内は前月比人口（平成24年４月１日）

国立病院機構滋賀病院に新ドクター着任！
　新たに国立病院機構滋賀病院に来られた医師を紹介します。

産婦人科

　火・木曜日の週２回、
産婦人科に非常勤で勤
務しています。新しい形
で再開した産婦人科で
外来業務を中心に、少
しでも住民のみなさん
のお力になれますよう
に努めたいと思います。

金
き ん と も こ

共子医師

産婦人科

　平成５年に滋賀医科
大学を卒業後、産婦人
科医として日々邁

ま い し ん

進して
おります。５月から分娩
を開始しますがみなさ
んと“よいお産”がで
きればと考えています。

井
い の う え た か し

上貴至医長

呼吸器科

　４月より赴任しまし
た呼吸器科の和田広と
申します。他科の先生
方と連携を取りながら、
数少ない呼吸器内科医
として東近江地域のた
めにがんばりたいと思
います。

和
わ だ ひ ろ し

田広医師

消化器科

　２月から国立病院機
構滋賀病院にお世話
になっています。学生
や研修医の時期に永
源寺診療所で研修させ
ていただいた経歴もあ
り、東近江は親しみの
ある土地です。よろし
くお願いいたします。

酒
さ か い し げ き

井滋企医師

呼吸器外科

　このたび、呼吸器外
科に赴任しました上田
桂子と申します。まだ
まだ右も左もわかりま
せんが、東近江地域の
みなさんの健康に貢献
していきたいと思いま
すので、よろしくお願
いします。

上
う え だ け い こ

田桂子医師

民間で「つどいの広場」オープン！月４ か ら

有

料

広

告

欄

0505-802-9904

②

③

　「地域子育て支援拠点事業つどいの広場」が、下記の市内３か
所において開館されました。
　これは、市が３月末に既存の施設を廃止したことにともない、
新たに民間団体で運営されるようになったものです。
　つどいの広場は、乳幼児を持つ保護者の子育ての不安緩和や
子どもの健全育成を進めるために、親同士の交流、子育ての相
談や情報提供などの援助を行う場として利用されます。

　①つどいの広場 童夢の館 どむどむ（旧湖東第一児童館：下里町）
　　 0505-801-1406
　②つどいの広場 つくし児童館（旧つくし児童館：佐野町）
　③つどいの広場 ぽれぽれ（旧八日市子育て支援センター

①

：八日市上之町）
0505-801-6422
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