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

特別展『カチンコとメガホンー沢島忠＆
東近江の映画文化ー』

６月17日㈰まで 10:00～18:00
ホタル観察会
　博物館周辺でホタルを観察します。

６月９日㈯ 19:30から
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」
６月17日㈰まで
200円（小中学生100円）

草木染め教室～色いろ染めまSHOW～
６月９日㈯ 13:00～16:00
五個荘コミュニティセンター
20人（先着順・申し込みが必要）
材料費350円から　 ゴム手袋・ナイ

ロン袋・洗濯ばさみ2個・エプロン

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

こころ動く名作シアター「一枚のハガキ」
　出演：豊川悦司・大竹しのぶ

６月24日㈰10:00上映
前売券600円・当日券700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
６月６日㈬・13日㈬10:00～11:30

簡単！リズム体操　 300円
６月７日㈭・21日㈭10:00～11:30

音楽の散歩道　 400円
　ピアノトリオ風雅さん

６月14日㈭10:00～11:45
親子で楽しくリトミック　 一組300円

６月27日㈬10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

本町パサージュ2012「アートが街にやってくる」
　手作り作品の展示や販売、実演など

６月９日㈯10:00～16:00
八日市本町商店街アーケード通り

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

第１回備長炭電池づくり簡単ラジオ工作
（無線倶楽部・こどもでんき教室）
　FOXハンティング（電波を頼りに森を探
検する活動）で使用するラジオの工作。

６月２日㈯13:30～16:00　
1,000 円
20人（先着順）
小学３年生以上

　（親子での参加可）

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

こどもまつり
　～わくわく！ドキドキ！新聞タウン～
内容：わなげなど、新聞を使った遊び

６月30日㈯13:00～15:00
小学生低学年（保育園、幼稚園児の

親子も参加可）

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
６月20日㈬10:00～11:30　 500円

の市民相談６ 月 市民生活相談課　  ☎ 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

12日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課　
※電話予約受付（先着７人）６月５日㈫８:30から

19日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）６月12日㈫８:30から

26日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課　
※電話予約受付（先着７人）６月19日㈫８:30から

登記・相続相談 15日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談課
（土地家屋調査士による無料相談）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

４日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
５日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
７日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　１階会議室
19日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
22日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室
27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 市役所　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

１日㈮
※６月１日は「人
　権擁護委員の
　日」です。

13:00～16:00 市役所　２階２C会議室
９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
９:00～12:00 愛東支所　会議室２
９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
９:00～16:00 蒲生支所　201 会議室

４日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
13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
・でんわ相談 ☎0748-24-1111

※上記以外で緊急の場合は、市役
　所代表番号（0748-24-1234）

心のやすらぎ相談 15日㈮、29日㈮ ９:00～12:00 予約が必要
男女共同参画課　☎0748-24-562421日㈭ 14:00～17:00

介護者の悩み相談
（ミモリの会） 13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。
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滋賀県障害者スポーツ大会

ボウリング競技
７月29日㈰ ６月20日㈬まで
大津ボウル（大津市）
療育手帳をお持ちの人

協会グラウンドゴルフ大会
８月11日㈯  ７月６日㈮まで
ドラゴンハット（竜王町）

障害福祉課　　　　
　☎ 0748-24-5640　 0505-801-5640
　または各支所市民福祉グループ

サマーホリデー 指導員・ボランティア

　養護学校や特別支援学級に通う子ど
もたちが、夏休みを楽しく過ごせるように
開催している「サマーホリデー」事業の
指導員・ボランティアを募集します。
★場所、日時、応募条件、指導員の給与
など詳しくはお問い合わせ下さい。

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

布引運動公園フィットネス教室受講生

教室名 開催日時（各10回）
ヨガピラティス

8,500円
Ⓐ７/12～９/27（毎週木曜）
　19:00～20:00

スタイルupウ
ォーキング＆
ボールエクサ
サイズ

8,500円

Ⓐ７/３～９/２5（毎週火曜）
　 10:00～11:00
Ⓑ７/12～９/20（毎週木曜）
　13:30～14:30

ＬＧスポーツ
入門コース

8,500円

Ⓒ７/５～９/27（毎週木曜）
　20:00～21:00

ＬＧスポーツ
ステップアップコース

8,500円

Ⓑ７/13～9/21（毎週金曜）
　10:40～11:40
Ⓓ７/３～９/25（毎週火曜）
　20:00～21:00

ＺＵＭＢＡ
（ズンバ）

8,500円

７/２～９/17（毎週月曜）
　19:30～20:30

太極拳
8,500円

７/13～９/21（毎週金曜）
　13:00～14:00

16歳以上　 ６月１日㈮９:00から。
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

水泳教室受講生

６月10日～８月12日の毎週日曜日
（６月24日、７月22日、８月５日を除く）
全７回  ９:30～10:30　 ６歳～12歳

5,600円　 布引運動公園プール
東近江水泳連盟（川部）

　☎ 0748-37-1010

ソフトバレーボール大会参加者

６月24日㈰９:00から
①レディースの部（中学生以上の女性

４人）②ブロンズの部（中学生以上の男
女各２人の計４人）③シルバーの部（40
歳以上の男女各２人の計４人）

１チーム2,000円 
６月10日㈰までに布引運動公園体育館

に備え付けの用紙でお申し込みください。
布引運動公園体育館

東近江市バレーボール協会
　☎090-8886-3560（中川）

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します。
★種目＝ホッケー、レスリング、セーリング、
ハンドボール、相撲、馬術、ライフル射
撃、アーチェリー、空手道、クレー射撃、
なぎなた、ボウリング、スポーツ拳法

６月11日㈪まで（申し込み多数の場合、
予選あり。参加資格、開催日など詳しくは
お問い合わせください。）

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

東近江市民体育大会参加者

ソフトテニス
６月17日㈰９:00から
ひばり公園テニスコート
６月11日㈪まで

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

職　種 募集人数 受験資格

上級事務職 10人程度 ●昭和57年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人

保健師 ２人程度
●昭和57年４月２日以降に生まれた人
●保健師資格を有する人、または平成25年３月末までに取
　得が確実な人

幼稚園教諭
保育士

７人程度
●昭和57年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人
●幼稚園教諭免許および保育士資格を有する人、または平
　成25年３月末までに取得が確実な人

★申込期間＝６月18日㈪まで★申込用紙は職員課に請求してください。★第１次試験
日＝７月22日㈰★試験会場＝びわこ学院大学　詳しくはお問い合わせください。

市職員採用試験（平成25年４月１日採用）
　 職員課　☎ 0748-24-5601　 0505-801-5601

市営住宅入居者定期募集
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）２戸
中層耐火３・4

階建
２LDK 19,700円～33,100円 59,100円～99,300円

ひばり丘（ひばり丘町）
準特定優良賃貸住宅（公営型）

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

松原（山上町） １戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,800円～34,000円 68,400円～102,000円

神郷（神郷町）
単身入居可

１戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,900円～22,100円 44,700円～66,300円

★入居可能日＝平成24年７月19日㈭から※入居可能日から家賃が必要
６月13日㈬～20日㈬（土・日を除く８:30～17:15）※ 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入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。
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この週間を機会に、家庭や職場、
地域で男女のあり方や、近年注目さ
れている仕事と生活の調和のとれた
暮らし（ワーク・ライフ・バランス）に
ついて考え、男女共同参画社会を築
く一歩をみんなでふみだしてみません
か。

６月23日㈯～29日㈮
男女共同参画週間

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：親子体操

開催日 開催場所
６月15日㈮ 布引体育館
６月19日㈫ 蒲生コミュニティセンター
６月22日㈮ やわらぎホール
６月26日㈫ 愛東支所
６月29日㈮ ぷらざ三方よし

いずれも10:00～11:30
各会場50組（先着順）※申し込み必要
６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　　☎0748-55-4889

場
ちゃんあむみょん

岩面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
場岩面（韓国忠清南道扶餘郡）を訪問す
る友好親善使節団の団員を募集します。

10月３日㈬～10月６日㈯
４月１日現在満18歳以上の市内在住

者で、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）

７万円程度※補助金なし　
３人
６月29日㈮までに所定の様式でお申

し込みください。
東近江国際交流協会（企画課内）

　 ☎0748-24-5610　 0505-801-5610

日本女性会議2012仙台参加者

★テーマ：きめる・うごく・東
こ こ

北から
　男女共同参画社会の実現をめざし、
1984年から毎年開かれている日本女性
会議の参加者を募集します。
　費用の一部助成があります。詳しくは
お問い合わせください。

10月26日㈮～10月28日㈰
６月29日㈮まで
仙台国際センター（仙台市）
２人（多数の場合は選考）

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

あわない・起こさない
シルバー無事故運動参加者

　滋賀県では高齢者の交通事故防止を
めざして７月１日から10月31日までの間、

「あわない・起こさないシルバー無事故
運動」を実施します。期間中無事故を
達成した県内在住の５人１組で構成され
たチーム（５人の内、３人以上は65歳以
上）から抽選で特別賞を贈呈します。

６月29日㈮までに交通政策課または
各支所市民福祉グループに備え付けの
申込書でお申し込みください。

交通政策課
　☎0748-24-5658　 0505-801-5658

手話公開講座

★テーマ：「聴覚障害の基礎知識」
　耳のしくみや聴覚障がいの原因を理解
し、聴覚障がい者とのコミュニケーション
方法などを学びます。

６月20日㈬ 19:30～21:00
市役所東庁舎Ａ会議室
市民または市内在勤・在学の人

★申し込み・受講料不要
※ただし、要約筆記が必要な場合は６
月13日㈬までにお申し込みください。

障害福祉課　☎0748-24-5640　
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

「コトナリエ」の飾り付けボランティア

　８月に開催する
「コトナリエ」のイ
ルミネーション飾
り付け作業のボラ
ンティアを募集し
ます。

６月16日～７月15日の毎週土・日曜日
９:00～16:00

ひばり公園内（池庄町）
東近江市商工会湖東支部

　☎0749-45-2571　 0505-801-2571
　湖東コミュニティセンター
　☎0749-45-0950　 0505-801-0950
　

福祉避難所運営サポーター養成講座受講生 いきいき支援課 ☎0748-24-5641
　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　    0505-801-5641

　災害発生時に福祉避難
所において、高齢者、障
がい者など要援護者の見
守り、相談支援、情報伝
達などを手助けするサポー
ター養成講座の受講生を
募集します。

６月19日㈫まで
市役所東庁舎Ａ会議室
50人
原則全日程を受講でき

る人で、日頃から高齢者・
障がい者などの支援活動
に携わっている人、または
地域のサポーターとして災
害時における高齢者・障
がい者などへの支援に協
力できる人。

開催日時 内容
７月５日㈭
13:30～15:00

災害時の要援護者支援について　NPO法
人レスキューストックヤード 粟田暢之さん

８月７日㈫
13:30～15:30

東近江市における災害時要援護者の避難
支援対策　市担当課職員
災害ボランティアの基礎とボランティアセ
ンターの運営、活動報告について
滋賀県社会福祉協議会 高橋宏和さん

10月19日㈮
13:30～15:30

要援護者の生活ニーズと障害特性を理解
した支援方法　NPO法人阪神高齢者・障
害者支援ネットワーク 代表 黒田裕子さん

12月14日㈮
10:00～12:00

（事例発表）
避難所支援活動を通して感じたこと　
社会福祉法人きぬがさ福祉会 きぬがさ作
業所 常務理事 所長 田中健二さん

12月14日㈮
13:00～15:00

事例発表を聴いて
福祉避難所の課題を考える　
NPO法人阪神高齢者・障害者支援ネット
ワーク 代表 黒田裕子さん

※講座の最後に視察研修を予定しています。(日程は未定）

あなたがいる　わたしがいる
未来がある

平成24年度キャッチフレーズ
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びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」にあわせた、
ボランティアによる一斉清掃です。

７月２日㈪９:00～11:30（雨天決行）
能登川漁業協同組

合漁港（栗見出在家
町）※駐車場が少な
いため、能登川支所
から出る送迎バス（８
時30分出発）をご利
用ください。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 0505-801-5636
　能登川支所市民福祉グループ
　☎0748-42-9912　 0505-801-9912

地下水（井戸水）の利用について

　昨年度の地下水質調査の結果より、本
市では飲用に適さないところがありまし
た。地下水を飲用されている人は、定期
的に指定の検査機関で水質検査を受け、
飲用に適しているかご確認ください。
農作物へのかん水には影響ありません。
★地下水の飲用に関する相談窓口

滋賀県東近江保健所　健康衛生課
　☎0748-22-1266
★地下水質調査に関する窓口

生活環境課
　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

滋賀県東近江環境事務所
　☎0748-22-7758
　

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）

６月
２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰
16日㈯・17日㈰・23日㈯・24日㈰
30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

東近江市男女共生フォーラム

テーマ：「笑
わ

ろてるパパ・ママがええや
ん！　家族みんなが笑顔になる ‘三方
よしの参画’ とは」
◆基調講演

「笑っているパパがマ
マを幸せにする！ パパ
スイッチのススメ」
講師：神戸常盤大学短期大学部幼児教
育学科 准教授　小崎恭弘さん
◆講演後：「絵本ライブ＆みんなで歌おう」
展示・直販コーナー/ 託児有（要予約）

６月23日㈯ 13:20～15:30
てんびんの里文化学習センター
男女共同参画課

　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

６月１日～７日は水道週間です

◆さあ今日も　水と元気が　蛇口から
　水は限りある資源です。配管途中の
漏水はありませんか。漏水の確認は、
家中の蛇口を全部閉めて、水が出てい
ないことを確認の上、水道メーターを見
てください。銀色のパイロット指針（写

真 ①）が 動いて
いれば 漏水信号
で す。 宅 内 修 繕
が必要な場合は、
市指定給水装置
工事 事 業者にご
依頼ください。

水道課
　☎0748-22-2061　 0505-801-2061

市民ギャラリー

●色を愉しむ　６月11日㈪まで
●パンフラワー作品展　６月26日㈫まで
●鵜飼雅樹水彩画サークル　
　６月13日㈬～６月26日㈫
●スズカフォトクラブ作品展　
　６月28日㈭～７月11日㈬
●中西編物教室　
　６月28日㈭～８月13日㈪

市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

特定計量器定期検査

　商店や工場などで取引や証明に使用す
る特定計量器（はかり）の定期検査です。
愛東地区
湖東地区

７月６日㈮10:00～14:00
湖東支所駐車場

◆指定定期検査機関からハガキが送付
　されますので、ご持参ください。

商工労政課
　☎0748-24-5565　 0505-802-9540

東近江よかよかまつり

　障がいのある人と地域の人々が交流を
深める場として開催します。ステージ発
表や展示、作業所自主製品を販売する
模擬店が出店し、まつりを盛り上げます。

６月９日㈯ 10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課　☎0748-24-5640　

　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

◇個人情報保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ 個人情報取扱
事務登録件数開示 部分開示 不開示 文書不存在

市長部局 4 - 3 - 1 - 842
教育委員会 1 1 - - - - 374

その他 - - - - - -  49
合　計 5 1 3 - 1 - 1,265

◇情報公開制度　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ
公開 部分公開 非公開 文書不存在

市長部局 66 17 41 １ 2 5
教育委員会 21 2 14 1 - 4

病院事業管理者 1 - 1 - - -
合　計 88 19 56 2 2 9

情報公開・個人情報保護制度の運用状況（23年度）   総務課 ☎ 0748-24-5600
　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　    0505-801-5600

❶
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