情 報
てんびんの里文化学習センタ ー ☎0748-48-7100
0505-801-7100
サックス四重奏の音色で優雅な夜をー。
ムーンライトコンサート
月明かりの下、サック
スの音色をお楽しみくだ
さい。
出演：メビウスサクソフォ
（四重奏）
ンアンサンブル
９月16日㈰ 19:00から
五個荘支所前庭（雨天時支所内）

近江商人博物館

☎0748-48-7101
0505-802-3134

秋季企画展「三輪良平回顧展」
京都祇園の舞妓や大原女など、伝統
的な日本女性の美しさを数多く描いたこ
とで知られている三輪良平画伯の回顧
展を開催します。
前期：９月９日㈰～10月28日㈰
後期：11月１日㈭～12月16日㈰
※10月30日㈫、31日㈬は展 示替えのた
め臨時休館
入館料（大人：200円、小中学生：100円）

東近江大凧会館

☎0748-23-0081
0505-801-1140

2012年東近江大凧まつり写真コンクール展
９月９日㈰～９月23日㈰
東近江大凧会館 別館（入館無料）

☎0748-42-6761
0505-801-6761

能登川博物館

有酸素運動とヨガで健康に
９月19日㈬10:00～11:30
500円

９ 月 の市民相談
相談項目
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

登記・相続相談

相談日

八日市文化芸術会館

☎0748-23-6862
0505-801-6862

男性のための男性だけのエクササイズ
脱メタボのためのエクササイズです。
９月13日㈭14:00～15:15
500円
That's が～まる SHOW!!
出演：が～まるちょば
（サイレントコメディー
デュオ）
９月30日㈰15:00開演
4,000円（全席指定）

☎0749-45-0011
0505-802-2291

巡回展 もっと知りたい東近江市
「うまい！－明日へ命をつなぐものー」
東近江市の風土に育まれた食の文化や歴
史と、現在の食のありかたを紹介します。
９月５日㈬～30日㈰
後期企画展 「新・西堀語録展」
「石橋をたたけば渡れない」や「体験
で生きた知識を」などユニークな精神を遺
した西堀榮三郎。今回は残された講演録
などから、現代に生きる私たちの心に響
く言葉をピックアップしてご紹介します。
９月８日㈯ ～平成25年１月27日㈰

☎0748-22-8800
0505-801-1137

市民生活相談課

相談時間

☎ 0748-24-5616（直通）
0505-801-5616
相談場所

11日㈫

市役所 市民生活相談課
13:00～16:30
※電話予約受付（先着７人）９月４日㈫８:30から

19日㈬

13:00～15:30

25日㈫

13:00～16:30

21日㈮

13:00～16:00

４日㈫

９:00～12:00 能登川保健センター

湖東支所 １階自治振興室
※電話予約受付（先着５人）９月12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）９月18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）

１階相談室

６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

18日㈫

９:30～12:00 五個荘支所

20日㈭

13:30～16:00 湖東支所

26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

28日㈮

９:30～12:00 市役所

１階１Ａ会議室

その他相談

月～金曜日

９:00～16:00 市役所

市民生活相談課

行政相談

人権課

東近江市長賞：
「力合わせて」
前河 栄次さん
（彦根市）

西堀榮三郎記念探検の殿堂

企画展
「野のいのちー澤田弘行写真展ー」
９月９日㈰まで 10:00～18:00
タカの渡り観察会
猪子山でタカの渡りの観察を行います。
９月22日㈷９:00から
30人（申し込みが必要）

ウェルネス八日市

コ ー ナ ー

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㈫

１階自治振興室

☎ 0748-24-5620
（直通）

９:00～12:00 五個荘支所

３階303号室

１階第３会議室

0505-801-5620

１階第３会議室

12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

13日㈭

９:00～12:00 愛東支所

会議室２

19日㈬

13:00～16:00 市役所

20日㈭

13:30～16:00 湖東支所

１階１Ａ会議室

21日㈮

９:00～12:00 能登川保健センター

１階自治振興室
１階相談室

市役所別館１階
こども支援センター ☎ 0748-24-5663
※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

７日㈮

９:00～12:00

13日㈭

14:00～17:00

28日㈮

９:00～12:00

介護者の悩み相談

12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

心のやすらぎ相談

（ミモリの会）

予約が必要
男女共同参画課

☎ 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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男女共同参画推進リーダー
養成講座受講生
男女共同参画に関する基礎知識を身
につけ、地域社会で活動してみませんか。
開催日時・内容
①10月６日㈯ 10:00～11:45
女性の声とエコでまちおこし
講師：南部地区まちづくり協議会副会長
ダンボールコンポストアドバイザー
河島 修さん
②10月20日㈯10:00～11:30
企業からの発信！女性のパワーが企業に
新しい風を
講師：京セラ㈱蒲生工場長 栂孝義さんと
女性活躍推進委員会の代表者
③11月10日㈯ 10:00～11:45
防災の視点からまちづくりを考える
～（教材）クロスロードの体験～
講師：滋賀県男女共同参画センター職員
④11月20日㈫10:00～13:00
〈料理実習〉
ひと手間かけて、いつもと違う食卓に
講師：西洋料理シェフ 中寺 吉宣さん
⑤12月１日㈯ 10:00～12:00【公開講座】
〈実習〉絵手紙が育む人と人との絆
～愛の始まりは絵手紙との出会いから～
講師：びわこ学院大学講師 杉本 栄子さん

① ② ③ ⑤市役所別館大ホール
④ 蒲生学校給食センター
30人
（公開講座のみ50人）
９月28日㈮まで ※託児要予約
男女共同参画課
0505-801-5624
☎0748-24-5624

「米寿」記念写真撮影希望者
敬老事業の一環として、88歳を迎え
られる人に「米寿」をお祝いする記念写
真を撮影・掲額し、贈呈します。
撮影：10月中
掲額：11月中旬～下旬
贈呈：12月頃
市内在住の大 正13年１月１日～12月
31日生まれの人
９月21日㈮まで ※社協窓口、または
電話でお申し込みください。
社会福祉協議会 地域福祉課
0505-801-1125
☎ 0748-20-0555
または社協各支所・事務所
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ふれあい交通教室参加者

ガイドヘルパー養成講習会受講者

①加齢による身体機能の変化を自覚
する体験研修
９月25日㈫13:30～16:00
20人
（申し込みが必要）
高齢ドライバー

視覚に障がいのある人の外出を支援
するガイドヘルパーの養成講座です。受
講後は、ガイドヘルパーとして登録して
いただきます。
◆Ａコース（全５回）
10月５日㈮ 、11日㈭、17日㈬、18日㈭、
11月２日㈮
◆Ｂコース（全５回）
10 月５日㈮、11日㈭、24日㈬、25日㈭、
11月２日㈮
※申し込み時に希望のコースを選択できます。
滋賀県立視覚障害者センター（彦根
市）など
市内在住者１人（申込多数の場合抽選）
９月６日㈭ 17:00まで
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052

②夜間の安全な歩行や自転車を利用
する体験研修
10月10日㈬17:00～19:30
20人（申し込みが必要）
自動車を運転しない高齢者
八日市自動車教習所（妙法寺町）
９月21日㈮まで
交通政策課
0505-801-5658
☎ 0748-24-5658

介護者のつどい参加者
介護者の心身のリフレッシュを図って
いただくため、催しや食事会を行います。
永源寺・愛東・湖東地区
10月23日㈫ 11:00～14:30
永源寺温泉八風の湯
五個荘・能登川地区
10月24日㈬ 11:00～14:30
五個荘てんびんの里文化学習センター
八日市・蒲生地区
10月26日㈮ 11:00～14:30
永源寺温泉八風の湯
市内在住の要介護認定者（要介護認
定１以上）を在宅で介護している家族な
ど（１世帯あたり１人）
※申込時、入院などの事情があっても、
普段から在宅で介護している人は対象
になります。
各会場50人（申し込みが必要）
1,000円（当日徴収）
９月３日㈪ から（電話にて受付）
いきいき支援課 ☎ 0748-24-5641
0505-801-5641 または各支所

水泳教室受講生
９月16日～11月４日までの毎週日曜日
（全８回） 10:00～11:00
布引運動公園プール
６歳～12歳
6,400円
東近江水泳連盟（川部）
☎ 0748-37-1010

滋賀県障害者スポーツ大会参加者
卓球競技
10月28日㈰
９月12日㈬まで
草津市立総合体育館（草津市）
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052
または各支所

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
ヨガとエアロビクスでストレス解消！
９月５日㈬・12日㈬
500円
10:00～11:30
簡単！リズム体操
ココロもカラダもいきいき！
９月６日㈭・20日㈭
300円
10:00～11:30
音楽の散歩道
木管アンサンブル：ブーケ・デ・ノートさん
９月13日㈭10:00～11:45
当日受付400円
親子で楽しくリトミック
音楽を使い、子どもの発達を促します。
９月26日㈬10:00～11:00
１組300円
３歳までの幼児と保護者

情 報
布引運動公園フィットネス教室受講生
消費生活啓発員養成講座受講生
消費生活に関する専門知識を弁護士
など各分野の専門講師から学び、消費
者リーダーを養成する講座です。
開催日時・内容

９月21日㈮ 13:30～15:30
県の消費者問題の現状と県消費生活条例
10月２日㈫13:30～15:30【公開講座】
緊急報告！うっかり、ついていった
らこうなった
～悪質商法・詐欺の現場潜入取材か
らの検証～
10月10日㈬ 13:30～15:30
東近江発。今必要なものは、声かけ・
見守り力！
10月25日㈭ 13:30～15:30
消費者が知って役立つ法律の知識ー
法律基礎編ー
11月６日㈫ 13:30～15:30
消費者被害事件の実態を知る
～金融・未公開株・投資詐欺などの
手口から～
11月19日㈪13:30～15:40【公開講座】
携帯電話・ゲーム機・ネットに潜む危険
～ネット犯罪から子どもを守る大人
の役割～
市役所別館大ホール
市内在住・在勤の人で、消費生活の
活動に意欲のある人
70人（申し込みが必要）
市民生活相談課
0505-801-5635
☎ 0748-24-5619

糖尿病公開講座参加者
内容＝講義、糖尿病食の体験、運動の
実技、医師による相談など
10月27日㈯ 10:30～14:30
近江八幡市立総合医療センター
糖尿病予備軍の人、将来糖尿病にな
る可能性の高い人（メタボ症候群や血糖
値が高いなど）
※糖尿病治療をされている人は受講でき
ません。
９月28日㈮まで
500円
100人（申込多数の場合選考）
近江八幡市立総合医療センター・
リハビリテーション科 ☎ 0748-31-1245

教室名
開催日時（各10回）
ヨガピラティス Ⓐ 10/11～12/13（毎週木曜）
8,500円
19:00～20:00
スタイルupウ Ⓐ 10/２～12/11
（毎週火曜）
ォー キング＆
10:00～11:00
ボールエク サ
Ⓑ 10/11～12/13（毎週木曜）
サイズ
13:30～14:30
8,500円
ＬＧスポーツ
入門コース
8,500円

Ⓒ 10/４～12/13（毎週木曜）
20:00～21:00

コ ー ナ ー

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」
◆ 新聞紙あそび
開催日

開催場所

９月12日㈬ 蒲生コミュニティセンター
９月13日㈭ ぷらざ三方よし
９月20日㈭ 湖東コミュニティセンター別館
９月 21日㈮ 南部コミュニティセンター
９月26日㈬ やわらぎホール

10/５～12/14（毎週金曜）
ＬＧスポーツ Ⓑ
10:40～11:40
ステップアップコース
Ⓓ 10/２～12/18（毎週火曜）
8,500円
20:00～21:00
ＺＵＭＢＡ
10/１～12/24
（毎週月曜）
（ズンバ）
19:30～20:30
8,500円
太極拳
10/5～12/21
（毎週金曜）
8,500円 13:00～14:00

いずれも10:00～11:30
各会場50組程度（申し込み必要）
９月３日㈪ から
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

16歳以上
９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
0505-801-2633
☎ 0748-25-2633

てんびんの里ふれあい広場2012
五個荘エコフリーマーケット出店者

手話公開講座受講生
テーマ「手話の基礎知識」
身振りと手話の違い、日本の手話の歴
史、手話の特徴などについて学習します。
９月12日㈬19:00～21:00
市役所東庁舎Ａ会議室
市民または市内在勤、在学の人
※要約筆記が必要な場合は９月５日㈬
までにご連絡ください。
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052

市営住宅入居者募集
団地名（所在地）戸数

構

住宅課
造

間取り

10月27日㈯ 10:00～15:00（小雨決行）
五個荘中央公園
出店料を添えてお申
し込みください。
受付時間：8:30～17:00
（祝日の翌日・月曜日は
休館です）
※電話申込不可
50区画（先着順）
１区画（縦4m・横3m）
：1,000円
◆食品類は販売できません。
てんびんの里ふれあい広場2012実行委
員会事務局
（てんびんの里文化学習センター内）
☎ 0748-48-7100
0505-801-7100

☎ 0748-24-5652
月額家賃

0505-801-5652
敷

金

ひばり丘
２戸 中層耐火４階建 ２LDK 22,200円～33,100円 66,600円～99,300円
（ひばり丘町）
神郷（神郷町）
１戸 簡易耐火２階建 ３DK
※単身入居可

14,600円～21,800円 43,800円～65,400円

★募 集 期 間 ＝９月３日㈪～10日㈪（土・日を除く８:30～17:15）
★入居可能日＝10月９日㈫以降。なお入居可能日から家賃が発生します。
★選 考 方 法 ＝応募者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
を決定します。選考が難しい場合は公開抽選を行います。
住宅課で相談後、必要書類を提出。入居申し込みには、資格条件があります。

◎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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手話通訳をご利用ください
市民ギャラリー
自画像展
西浜武彦さんの作品展です。
９月12日㈬まで
木曜会 中野油絵教室
９月12日㈬まで
水墨画 平尾泰造
９月14日㈮～９月28日㈮
東近江市能登川障害福祉センター
陶芸講座生作品展
９月14日㈮～10月16日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課
☎ 0748-24-5672
0505-801-5672

ナースセンターが行う
出張就職相談窓口
看護職の人の就業を支援します。
就職希望先とのマッチングに至るまで
きめ細かくサポートしま
す。訪問看護ステーショ
ンや福祉施設への再就職
をお考えの人におすすめ
です。
９月４日㈫・12日㈬・10月１日㈪
11月５日㈪・12月３日㈪・18日㈫
１月７日㈪・２月４日㈪・３月４日㈪
10:00～13:00
東近江健康福祉事務所
滋賀県ナースセンター（滋賀県看護協
会内） ☎ 077-564-9494

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）
１日㈯、
２日㈰、
８日㈯、
９日㈰、
９月 15日㈯、
16日㈰、
17日㈷、
22日㈷、
23日㈰、
29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
0505-801-5633
☎ 0748-24-5633
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中小企業労務管理相談センター

手話通訳者が蒲生支所に配置されま
中小企業事業主のみなさんを対象と
す。各種手続きや相談にご利用ください。 して、経営面と労働面の相談に専門家
10月から３月までの第１・第３月曜日
がワン・ストップで対応する無料の相談
10:00～12:00
窓口が設置されました。
蒲生支所 市民福祉グループ
窓口の開設日や日時など、詳しくはお
0505-801-4883
☎0748-55-4883
問い合わせください。
中小企業労 務 管理相談センター
FAX 0748-55-1160
（滋賀県 社会保険労務士会事務局内：
※記載以外の日時、または
大津市） ☎ 077-526-3760
蒲生地区以外で通訳が必
要なときは、下記へご連絡
ください。
湖東・湖北地域障害者
障害福祉課 ☎ 0748-24-5640
就職説明会
0505-801-5640 FAX 0748-24-1052
求人事業所と求職者の個別面談方式
で行います。
就業構造基本調査
９月28日㈮ 13:30～15:30
【基準日：10月１日】
ホテルニューオウミ（近江八幡市）
ハローワーク東近江
国民の就業および不就業の状態など
☎ 0748-22-1020
を調査し、全国および地域別の就業構
造の状態などを明らかにすることを目的
に実施します。
緑の募金活動に
本市では国が指定する48調査区が対
ご協力ありがとうございました
象となります。対象世帯には８月下旬か
各自治会長様を通じてご協力いただ
ら調査員が伺いますので、ご協力をお
きました春の「緑の募金」につきまして、
願いします。
本 市 で 4,040,492円（６月30日現在 ）の
総務省、滋賀県、東近江市
企画課（統計担当）
善意をお寄せいただきました。ご協力あ
0505-802-9750
りがとうございました。
東近江市緑化推進委員会
（八日市いきものふれあいの里内）
全国一斉「高齢者・障がい者の
0505-801-5211
☎ 0748-20-5211

人権あんしん相談」

高齢であることや障がいがあることな
どを理由に差別や虐待、嫌がらせなど
の被害を受けて困っている、あるいはこ
のような状況を見聞きしたみなさんから
の相談に電話で応じています。
全国共通人権相談ダイヤル
0570-003-110
※ IP電話によっては一部つながらない
場合があります。その場合は下記のお
問合せ先から相談をお願いします。
９月10日㈪～14日㈮８:30～19:00
９月15日㈯・16日㈰10:00～17:00
※大津地方法務局では、上記の期間中
以外にも平日８:30～17:15まで相談に応
じています。
大津地方法務局人権擁護課
☎ 077-522-4673

自衛官等採用試験
（平成25年３月・４月入隊入校）
区

分

対

象

一次試験

防
衛
高卒（見込含） 11月10日㈯
大 学 校
21歳未満
11日㈰
前期試験
防衛医科
高卒（見込含） 10月27日㈯
大 学 校
21歳未満
28日㈰
学
生
看護学生

高卒（見込含）
10月20日㈯
24歳未満

詳 し く は http://www.mod.go.jp/pco/
shiga/ をご覧ください。
９月３日㈪～10月１日㈪
自衛隊近江八幡地域事務所
☎0748-33-2103

開催日変更のお知らせ
８月号掲載の「世界のうたまつり」は、主催者
（東近江国際交流協会）の都合
により日程が下記の通り変更になりました。※時間と場所は変更ありません。
変更前：９月２日㈰→変更後：９月９日㈰

