情 報
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
７月４日㈬・11日㈬
500円
10:00～11:30
簡単！リズム体操
７月５日㈭・19日㈭
300円
10:00～11:30
京フィルとあそぼう！はじめてのクラシッ
クコンサート
大人も子どもも一緒にたの
しめ、０歳児も入れます。
７月８日㈰11:00開演
大人1,800円・子ども500
円・親子ペア2,000円
音楽の散歩道
滋賀雅楽会
７月12日㈭10:00～11:45
400円
親子で楽しくリトミック
７月25日㈬10:00～11:00
１組300円
３歳までの幼児と保護者

東近江大凧会館

☎0748-23-0081
0505-801-1140

さわって、まわして、みてたのしもう！
こ ま
「独楽大集合展」
いろいろなこまを展示。仕掛けごまや
投げごまなどで遊ぶこともできます。
７月19日㈭～８月27日㈪
入館料（一般300円、小中学生150円）
こま名人のおっちゃんがやってくる！
こまの綱渡り、刀の上でこまが回る！
７月29日㈰ ①11:00から ②14:00から
入館料
（一般 300 円、
小中学生 150 円）
各100名
こ ま
独楽の体験教室
簡単なこまを作って楽しみます。
８月12日㈰10:00～11:00
100円（材料費含む）
、入館料（一般
300円、小中学生150円）
親子30組 電話申し込みが必要
（先着順）
３歳以上（小学生以下は保護者同伴）

コ ー ナ ー

「食中毒」や「O-157」にご注意！
食中毒や腸管出血性大腸菌感染症（O-157) などが発生しやすい時期にな
りました。次のことに心がけ、予防しましょう。
•
•
•
•
•
•
•

食料品はできるだけ新鮮なものを選びましょう。
調理するときは、石けんでこまめに手を洗いましょう。
食器、包丁、まな板、ふきんなどは常に清潔にしましょう。
生ものはできるだけ避け、十分に火を通しましょう。
調理は手早くし、調理後は早く食べましょう。
排せつのお世話やおむつ交換でも感染することがあるので、注意しましょう。
気になる症状があるときは、早めに医療機関で受診しましょう。

◆日頃からの手洗い、うがいを励行し、感染予防に心がけましょう。
健 康推進課

☎ 0748-24-5646

0505-801-5646

７ 月 の市民相談

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）

10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）７月３日㈫８:30から

18日㈬

13:00～15:30

24日㈫

13:00～16:30

20日㈮

13:00～16:00

※弁護士による
無料相談。
１人30分まで。
◆年間１回利用
可能

登記・相続相談

五個荘支所 第３会議室
※電話予約受付（先着５人）７月11日㈬８:30から
市役所 市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）７月17日㈫８:30から
市役所 市民生活相談課
（司法書士による無料相談）

３日㈫

９:00～12:00 能登川保健センター

行政相談

５日㈭

９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館

※行政相談委員
による無料相
談

12日㈭

９:00～12:00 愛東支所

会議室３

20日㈮

13:30～16:00 湖東支所

１階自治振興室

25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

25日㈬

13:30～16:30

その他相談

月～金曜日

市民生活相談課

☎ 0748-24-5620
（直通）

９:00～12:00 五個荘支所
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

子どもに
関する相談

11日㈬

20日㈮

0505-801-5620

１階第３会議室

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
13:00～16:00 市役所

12日㈭

３階303号室

ショッピングプラザアピア
４階情報プラザ ※受付は 15:30 まで

９:00～16:00 市役所
人権課

１階相談室

２階２C 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
13:30～16:00 湖東支所

１階相談室

１階自治振興室

こども支援センター
☎ 0748-24-5663
市役所別館１階
※上記以外で緊急の場合は、
市役 ・ぎゃくたいほっとライン ☎ 0748-24-5687
所代表番号
（0748-24-1234） ・でんわ相談 ☎ 0748-24-1111
月～金曜日

８:30～17:15

心のやすらぎ相談

13日㈮
19日㈭

９:00～12:00 予約が必要
男女共同参画課
14:00～17:00

介護者の悩み相談

11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

（ミモリの会）

☎ 0748-24-5624

※上表の中で、祝日・休日は実施していません。
◎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
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未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」
◆ 手作りおもちゃを作って遊びます

手話通訳者の健康を守るための
学習会
聴覚障がい者の社会参加と自立を支
援する手話通訳者が、健康で活動を続け
るために必要なことについて学習します。
講師：北原照代さん（滋賀医科大学）
７月29日㈰13:00～15:30
市役所東庁舎A会議室
市登録手話通訳者、市手話サークル
会員、手話通訳を利用されている、また
は利用予定の市内在住の聴覚障がい者
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052

自然体バレー塾in東近江参加者
バレーボール
７月28日㈯・29日㈰９：00 から
五個荘体育館 講師：草野 健次さん
小中高生・一般・ママさん・指導者
１日１人500円
東近江市バレーボール協会
（中村美津子さん）☎ 090-3922-1495

楽しく泳ごう会参加者
７月22日㈰８:30～15:30
小学生以上の水泳愛好者
（市内外問わず）
※小学３年生以下は保護者同伴
７月15日㈰までに申込書を提出してく
ださい。
（電話申し込み不可）
布引運動公園プール
0505-802-2538
☎ 0748-25-0045

自衛官（平成25年３月下旬入隊）
区分

対象
一次試験
高卒（見込含）
航空学生
９月22日㈷
21歳未満
一 般 曹 18歳以上
９月17日㈷
候 補 生 27歳未満
男子※
自 衛 官
18歳以上
女子：９月23
候 補 生
27歳未満
（任期制隊員）
日か24日
８月１日㈬～９月７日㈮ ※自衛官候補
生（男子）は期間を問わず随時受付・試験
自衛隊近江八幡地域事務所
☎ 0748-33-2103
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開催日

開催場所

７月13日㈮ 能登川やわらぎホール
７月17日㈫ 湖東コミュニティセンター別館
７月18日㈬

中野コミュニティセンター
ぷらざ三方よし

７月24日㈫ 蒲生コミュニティセンター

いずれも10:00～11:30
各会場50組程度（申し込み必要）
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
※７月２日㈪から受付

手話公開講座
テーマ「ボランティア活動」
（講義）
手話サークル活動について学習します。
８月１日㈬19:00～20:30
市役所東庁舎A会議室
市民または市内在勤・在学の人
※要約筆記が必要な場合は７月25日㈬
までにご連絡下さい。
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052

滋賀県障害者スポーツ大会参加者
水泳競技
８月26日㈰
７月18日㈬まで
県立障害者福祉センター（草津市）
アーチェリー競技
９月16日㈰
８月８日㈬まで
県立障害者福祉センター（草津市）
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052
または各支所

東近江市民体育大会参加者
バドミントン
７月16日㈷９:00から
布引運動公園体育館
７月６日㈮まで
１人500円
スポーツ課
0505-801-5674
☎ 0748-24-5674

近江商人博物館

☎0748-48-7101
0505-802-3134

刀剣の美 鑑賞のツボ
実物の刀剣を見ながら、そのツボ（見
どころ）を教えていただきます。
講師：滋賀県刀剣登録審査員 岡 敏光さん
刀剣作家 北川 正忠さん
７月28日㈯13:30～15:00
てんびんの里文化学習センター 和室
20人 申し込み必要（先着順）
夏季企画展・もっと知りたい！東近江市「食」
「うまい！－明日へ命をつなぐものー」
小学５年生の社会科「私たちの食生活と
食料生産」を東近江市の事例で学びます。
７月８日㈰～８月31日㈮
入館料（大人200円、小中学生100円）

てんびんの里文化学習センタ ー ☎0748-48-7100
0505-801-7100
星に願いを。織り姫・彦星に思いをは
せて・・・七夕コンサート
フルートとハープの優しい音 色と共
に、七夕のひとときを過ごします。
７月７日㈯13:00開演
一般300円 中学生以下無料

能登川博物館

☎0748-42-6761
0505-801-6761

キノコ観察会
猪子山を散策しながら、
キノコを探します。
７月21日㈯ 13:30から
30人 申し込みが必要
企画展
「野のいのちー澤田弘行写真展ー」
トンボ専門家の澤田さんが撮影した
身近な自然や生き物の写真展です。
７月25日㈬ ～９月９日㈰10:00～18:00
夏の民具体験
ぐるま
～じゃ車 ・水鉄砲・ささ舟体験～
７月28日㈯13:30から
昆虫標本づくり
７月29日㈰13:30から
30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
７月18日㈬10:00～11:30
500円

情 報
「熱中症」を防ぐために

いきいき運動教室 体験参加者

７月～８月が熱中症のピークです。熱中症を正しく理解し予防に努めてく
ださい。熱中症の予防には「水分補給」と「暑さを避けること」が大切です！
水分・塩分補給
• こまめな水分・塩分の補給（特に高 水分補給の目安
齢者や障がい者の場合、のどに渇き 起床時・入浴時・就寝前―200ml
を感じなくてもこまめな水分補給を） それ以外の時―１時間毎に100ml
熱中症になりにくい室内環境
• 扇風機やエアコンを使った温度調整
• 室温が上がりにくい環境の確保（こまめな換気、遮光
カーテン、すだれ、打ち水など）
体調に合わせた対策
• こまめな体温測定
• 通気性の良い、吸湿、速乾の衣服の着用
• 保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却
◆ 熱中症への注意が特に必要な高齢者や障がい者、子どもについては、周
囲が協力して注意深く見守りましょう。
健康推進課
☎ 0748-24-5646
0505-801-5646

農地基本台帳の整備調査
農業委員会では、農地の保有および
利用の状況、賃借などの動向や、その
ほか農地に関する情報を調査して農業
基本台帳の整備を行っています。
農地の所有者、または耕作者に調査
票を送付しますので、同封の記載例を
参考に８月１日時点の
所有農 地、 耕 作地の
状況や農業 従事 状況
などの調査項目につい
て記入してください。
記入した調査票を、
８月24日㈮までに地域の農業委員会協
力員または各支所、もしくは市農業委員
会までお届けください。
農業委員会
0505-801-5682
☎ 0748-24-5682

自動交付機の停止について
機器のメンテナンスを行いますので、
本庁・各支所の住民票・印鑑証明書の
自動交付機を終日停止し
ます。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力
をお願いします。
７月７日㈯・８日㈰
市民課
☎ 0748-24-5630
0505-801-5630

コ ー ナ ー

地域密着型サービス事業所
「東近江市高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画（第５期）
」に基づき、次の
地域密着型サービス事業所を募集します。
①小規模特別養護老人ホーム
②認知症高齢者グループホーム
③小規模多機能型居宅介護
④認知症対応型デイサービス
各１か所ずつ
募集期間：７月19日㈭～31日㈫
長寿福祉課
0505-801-5645
☎ 0748-24-5645

夏休み親子消費者セミナー参加者
テーマ：
「親子で学ぶ、省エネ教室」
～手作りLEDのあかりを作ってみよう～
節電や節約の大切さを学び、暑い夏の
過ごし方を考える機会として開催します。
講師：パナソニック㈱エコソリューションズ社員
８月５日㈰
①10:00～12:00 ②14:00～16:00
市役所別館 ２階大ホール
市内小学４～６年生の児童と保護者
各回20組 申し込み必要（先着順）
材料費：１組500円程度
市民生活相談課
0505-801-5635
☎ 0748-24-5619

無料体験の参加者を募集します。
毎日の生活が楽しく続けられるよう
に、足腰の筋力向上のためのトレーニン
グを行います。
◆湖東会場：湖東コミュニティセンター別館
７月６日㈮ 13:30～15:00
65歳以上
◆五個荘会場：ぷらざ三方よし
◆能登川会場：能登川保健センター
７月10日㈫ 10:15～11:45
65歳以上
各会場 20人 申し込み必要
（先着順）
いきいき支援課
0505-801-5641
☎ 0748-24-5641

脳力アップ学習教室参加者
「読み書き」や簡単な
「計算」を通して、
脳力アップを図ります。
７月30日～11月19日 毎週月曜日
◆湖東会場：湖東コミュニティセンター別館
10:00～11:30
◆五個荘会場：五個荘コミュニティセンター
14:00～15:30
各会場12人 申し込み必要（先着順）
教材費：1,680円×４か月
65歳以上
いきいき支援課
0505-801-5641
☎ 0748-24-5641

サマーホリデーボランティア
夏休みに特別支援学校や特別支援学
級に通う子どもたちと、一緒にプールに
入ったりして遊べる人を募集します。
東近江市社会福祉協議会地域福祉課
☎ 0748-20-0555
0505-801-1125
八日市

７月23日㈪～８月28日㈫
ウェルネス八日市など

永源寺

７月25日㈬～８月29日㈬
ゆうあいの家ボランティアハウス

五個荘

７月25日㈬～８月29日㈬
五個荘コミュニティセンターなど

愛
湖

東
東

７月24日㈫～８月28日㈫
湖東コミュニティセンター別館

能登川

７月24日㈫～８月28日㈫
能登川介護予防センターひだ
まり

蒲

７月23日㈪～８月29日㈬
いきがい活動支援センターせ
せらぎ

生

※土・日曜日とお盆はお休み

◎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
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社会を明るくする運動
ー７月は強調月間ですー
社会を明るくする運動は、犯罪や
非行の防止と、罪を犯した人たちの
更生について理解を深め、犯罪の
ない明るい社会を築くための活動で
す。強調月間である７月は、
「愛の袋」
募金活動を行い、市民集会や青少年
育成支援などの事業を展開していき
ます。昨年は2,368,958円の温かい
善意をお寄せいただきました。
今年もみなさんのご協力をお願い
します。
社会福祉課
☎ 0748-24-5644 0505-801-5644

人権のまちづくり協議会
役員の決定
平成24年度人権のまちづくり協議会
の総会が愛東支所で開かれ、次のとお
り役員が決まりました。
（敬省略）
会 長：竹中 忠道 （八日市地区）
副会長：岡崎 嘉一 （蒲生地区）
副会長：小松 安希子（能登川南地区）
◆各地区人権まちづくり協議会会長
地

区

名

大澤

隆蔵

市辺

兼重

二郎

玉緒

辰巳

育男

御園

山田

幸平

建部

込山

博注

中野

前田

裕行

八日市

竹中

忠道

南部

清水

勝

障害者相談員

保育園などの保育施設で就職を希望
される人に、保育人材バンクへの登 録
および就職相談会を開催します。
７月26日㈭ 13:00～16:00
ショッピングプラザアピア４階 研修室 B
保育士・調理師・栄養士・看護師・保健師
㈳滋賀県保育協議会 保育人材バンク
☎ 077-516-9090

東近江市内の障害者相談員のみなさ
んです。お困りのときは、お気軽にご相
談ください。

し尿収集業務のお休み（７月）

（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地区）
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
７月 15日㈰、16日㈷、21日㈯、22日㈰、
28日㈯、29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
0505-801-5633
☎ 0748-24-5633

スズカフォトクラブ作品展
７月11日㈬まで
葵花倶楽部 押し花の展示
７月13日㈮～27日㈮
鯰江浅樹 木版画展
７月31日㈫～８月13日㈪
中西編物教室 ニット作品の展示
８月13日㈪まで
市役所１階ロビー
生涯学習課
☎ 0748-24-5672
0505-801-5672

久田

幸子

五個荘

奥井

和義

献 血

愛東

澤田

康弘

湖東

増田

信夫

にご協力をお願いします

能登川東

居原田

能登川西

山本
小松

善嗣
均

安希子

能登川北

下川

光男

蒲生

岡崎

嘉一

人権課
☎ 0748-24-5621

0505-801-5621

広報ひがしおうみ 2012.7.1

◆身体障害者相談員 任期 平成25年３月31日まで
氏

7 月１日～ 31日
愛の血液助け合い運動

血液製剤の安定的な確保のため、
献血にご協力をお願いします。献血
方法別の採血基準や、献血のできる
間隔、場所などは健康ガイドブック
の13ページをご覧いただくか、保健
センターまでお問い合わせください。
※献血の際は運転免許証や健康保
険証で本人確認をしています。

名

住

所

本多伊久雄 林田町
夏原

稔

電話番号
0748-24-5118

東沖野五丁目 0748-23-4433

山名

保男 沖野二丁目 0748-22-4474

澤村

康夫 中里町

0749-45-0649

基村

輝夫 一式町

0748-27-0209

林

與一郎 池之尻町
眞澄

田中

弘

0749-46-1697

乙女浜町

0748-45-0077

佐野町

0748-42-3761

小川

與二 南清水町

0749-45-0888

村林

嵩雄 川南町

0748-42-0401

西村

裕子 五個荘河曲町 0748-48-7374

竹岡

延治 布引台一丁目 0748-23-8276

林
山本

巖

下麻生町

0748-55-0782

正男 五個荘小幡町 0748-48-3597

市川日出夫 今堀町

0748-23-4735

◆知的障害者相談員 任期 平成25年３月31日まで
氏

市民ギャラリー

永源寺

能登川南

13

氏

平田

保育人材バンク出張・登録相談会

名

安井 治

住

所

鋳物師町

電話番号
0748-55-0770

井田さだ子 幸町

090-5150-9018

谷田惠美子 箕川町

0748-29-0075

山川美智子 五個荘石馬寺町 0748-48-2239
岡田美奈子 佐野町

0748-42-6315

黄地久美子 長町

0749-45-0533

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

東近江市平和祈念式典
戦争の悲惨さ、平和の尊さを市民の
みなさんとともに考える機会として、
東近江市で初めて平和祈念式典を行い
ます。
７月21日㈯９:30～11:00
愛東コミュニティセンター
社会福祉課
0505-801-5644
☎ 0748-24-5644
◆関連イベント
「未来をになう子どもたちへ平和を語り
つぐ」
（資料展示）
７月１日㈰～22日㈰
愛東図書館
0505-801-2266
☎ 0749-46-2266

