７月の

図書館

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515

湖東図書館
☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342
＊各図書館を記号で
表示しています。

愛東図書館
☎0749-46-2266
0505-801-2266

区分

今月の一冊
『いっしょだよ』

小寺卓矢著・写真（アリス館）

木の芽やおはな、はっぱ
やきのこ。ひろい森の中で
ともに生きるいのちを、美
しい写真で伝える絵本です。
“いっしょ”の意味を考えな
がら生きることの大切さに
気づかせてくれます。

日時・場所

おひざでだっこの
おはなしかい

赤ちゃんと
保護者向け

４日㈬・28日㈯ 11:00～11:30
11日㈬ 10:30～11:00
５日㈭ 10:30～11:00
７日㈯ 10:30～11:00
４日㈬ 11:00～11:20
５日㈭・８月２日㈭ 10:30～11:00
20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
７日㈯・21日㈯・28日㈯・８月４日㈯ 14:30～15:00
毎週土曜日 11:00～11:30
７日㈯・14日㈯・28日㈯ 11:00～11:30
14日㈯・28日㈯ 10:30～11:00
21日㈯・28日㈯ 15:30～16:00

かみしばい

14日㈯ 15:30～16:00

こども向け

22日㈰ 14:00から「怪物くん / 怪物ランドへの招待」
（76分）

＊絵本の読み語りなど

えいが会

おとな向け

14日㈯ 14:30～15:00

21日㈯ 13:30から「炎のランナー」
（119分）
としょかん映画祭 各日とも①10:15から ②13:30から
７日㈯「東近江出身映画人特集」 ８日㈰「こどもが主役！特集」
14日㈯「青春！喜劇！人情・・・懐かしの昭和映画特集」 15日㈰「ドキュメンタリー映画特集」
８日㈰ 14:00から「フィールド・オブ・ドリームス」
（107分）

展示

企画展示など
そのほか

阿波連永子 絵の世界（能登川博物館） 22日㈰まで
（資料展示）
「未来をになう子どもたちへ平和をかたりつぐ」 １日㈰～22日㈰
介護保険全国推進サミットinひがしおうみプレイベント
國森康弘写真展ーいのちつぐ「みとりびと」ー ７日㈯～８月12日㈰
夏のおたのしみおはなし会と工作会（共催：おはなしグループホビット） 28日㈯
親子向け
「インド楽器と歌、ジャズトランペットのスィートな夜」
13日㈮ 19:00～20:30
50人（申し込みが必要）
わらべうたであそぼ！ 28日㈯ 10:30～11:30
親子20組（申し込みが必要）
ハンカチ
気象を知るワークショップ「雲ってどうしてできるの」
ペットボトル
20円（保険料）
21日㈯ 14:00～16:00
22日㈰ 10：30～12：00
22日㈰ 14:00～16:00

小学生以上親子20組（申し込みが必要）
小学生以上親子20組（申し込みが必要）
小学生以上親子15組（申し込みが必要）

７月の 休日歯科診療のお知らせ
16日㈷
竜王町国民健康保険歯科診療所
（蒲生郡竜王町）
☎ 0748-57-1133

診療時間

９：30～17：00

滋賀県歯科医師会湖東支部
☎ 0748-48-7370

７月の全血献血（200ml・400ml）
献 血
にご協力ください
25日㈬ 10:00～12:00・13:00～15:30
能登川保健センター ※直接会場にお越しください。
健康推進課 ☎ 0748-24-5646
0505-801-5646

有

あなたの夢が拓きます

料
広

１０月 入 学 生 募 集

告

出願期間 平成24年６月１日～平成24年８月31日
入学試験はありません。 １科目でも選べます。
大学卒業資格が取得できます 自宅で学べます。

欄

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。
放送大学 滋賀学習センター ☎ 077-545-0362

〒520-2123

※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。

放送大学

大津市瀬田大江町横谷 1-5

龍谷大学瀬田キャンパス内

■記号の説明・・・ ＝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
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人と地域の絆の中で地域包括ケアを

～誰もが安心して看取られる顔の見える地域を創る～

第13回介護保険推進全国サミット

うみ
お
し
が
in ひ

本市で10月に開催する全国サミットでは、誰もが安心して人生を全うできる地域社会をつくるため、看取
りまでを視野に入れた地域包括ケア※のあり方をみなさんと一緒に考えます。介護やこれからの地域づくり
に関心をお持ちの人などたくさんのご参加をお待ちしています。
※「地域包括ケア」…保健、医療、介護などの福祉サービスに携わる人が連携・協力し、地域や市民と密接に関わり合うこと。

と き 10月４日㈭ 13:30～17:30
10月５日㈮ ９:00～15:30
ところ

八日市文化芸術会館
湖東信用金庫ホール

参加にあたって
所定の申込書に必要事項を記入し、
郵送またはファックスにより下記の申
し込み先へ送付してください。インター
ネットからもお申し込みいただけます。
1,000人（申し込みが必要）
７月９日㈪～31日㈫まで
3,000円
（資料代、
５日の昼食代を含む）
※申込書は長寿福祉課の窓口で配布。
（市ホームページからもダウンロード可）

参加申し込み先

〒527-0011
東近江市八日市浜野町1-1
近江トラベル㈱八日市支店
「第13回介護保険推進全国サミットin
ひがしおうみ」参加受付係
【営業時間】平日・土曜日10:00～18:00
☎ 0748-23-8103 FAX0748-22-2215
http://www.ohmitetudo.co.jp/travel/

プログラム

◆ 10月４日㈭
13：50～15：00 基調講演
「地域包括ケアとは何か」 講師 堀田力さん
（公益財団法人さわやか福祉財団理事長）
15：30～17：30 分科会
①「ターミナルケア～居宅の看取り・施設の看取り～」
②「認知症支援～適切なアセスメントに基づいたケアプランへ～」
③「定期巡回 ･ 随時対応サービス～訪問介護のパラダイム転換～」
◆ 10月５日㈮
９:00～９:30 啓発劇「もしもあなたが脳卒中で倒れたら」
９:35～10:15 分科会まとめ
10:25～12:15 パネルディスカッション
「地域包括ケアをどう創るか～わがまちの地域包括ケア～」
13:30～15:00 特別講演
「医療福祉・東近江圏域地域包括ケアの目指すもの」
「写真家が見た在宅看取りの現場から」

ボランティア募集！
受付や会場案内などサミットを
盛り上げてくださるボランティアス
タッフを募集します。
ご協力いただける人は、事務局
までご連絡ください。
７月２日㈪～31日㈫

問い合せ先（事務局）

第13回介護保険推進全国サミットinひがしおうみ実行委員会事務局
0505-802-9951
（長寿福祉課内） ☎ 0748-24-5572

広

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。
秘密厳守

あい湖司法書士事務所
0120-001-694 司法書士 / 飛渡あい子・飛渡貴之
通話料
無 料

欄

大津市京町３丁目３番１号
A&M・OTSUビル２F JR大津駅
TEL 077-527-0023
徒歩３分
土・日・祝・夜間も予約により相談可

告

分割払可能

８月４日㈯ 14:00～15:45
永源寺図書館

料

悩 み
借金 の お
解決します
相談無料

特別講演の講師である國森康弘さ
んの写真展（14ページ参照）と講演
会を開催します。
「國森康弘氏講演会と音楽のひととき」
おん
出演：わ音（森野裕香里さんと井上克
己さんによる澄んだハーモニー）

有

サラ金・クレジット・過払い請求

プレイベント

ひ ど

URL http://www.yokaichi-law.jp/

／男：58,029人（＋58）
／女：59,149人（＋17）
／世帯数：41,769世帯（＋ 80）＊（ ）
内は前月比
人口（平成24年６月１日）人口：117,178人（＋75）
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