９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

おひざでだっこの
おはなしかい

＊絵本の読み語りなど

おはなし会

今月の一冊

『虫捕る子だけが生き残る』
養老孟司 / 池田清彦
/ 奥本大三郎 著（小学館）
昆虫少年の心を忘れない３
人が、
「虫好き」という共通項
をもとに子どもの正しい育て
方・生きるべき方向について
語り合います。虫の世界は奥
深く、ゲームでは味わえない
楽しさと本物の命の重さを教えてくれます。

日時・場所
赤ちゃんと
保護者向け

５日㈬・29日㈯ ・10月３日㈬ 11:00～11:30
12日㈬ 10:30～11:00
６日㈭ ・10月４日㈭ 10:30～11:00
１日㈯ 10:30～11:00
５日㈬ ・10月３日㈬ 11:00～11:20
６日㈭・10月４日㈭ 10:30～11:00
21日㈮ 10:30～10:50

絵本の読
み語りなど

毎週土曜日 14:30～15:00
毎週土曜日 11:00～11:30
わくわく図書館〈青空おはなし会〉29日㈯ ①10:30～11:00 ②14:00～14:30
８日㈯ 10:30～11:00
15日㈯・29日㈯ 15:30～16:00
１日㈯・15日㈯・22日㈷・29日㈯ 14:30～15:00
１日㈯・８日㈯・15日㈯ 11:00～11:30

かみしばい

８日㈯ 15:30～16:00

８日㈯ 14:30～15:00

こども向け

１日㈯ 15:00から「14ひきのおつきみ」
（24分）
23日㈰ 14:00から「ルパン三世／風魔一族の陰謀」
（73分）

おとな向け

15日㈯ 13:30から「名もなく貧しく美しく」
（112分）
８日㈯ 14:00から「午後の遺言状」
（112分）
８日㈯ 14:00から「嵐を呼ぶ男」
（100分）
９日㈰ 14:00から「ライフ・イズ・ビューティフル」
（117分）

えいが会

展示

企画展示など
そのほか

和山郁絵木工展「手仕事」 ９日㈰まで
手作り絵本展「えほんサーカス」 20日㈭～30日㈰
川端誠絵本原画展「鳥の島」
「森の木」
「ぴかぴかぷつん」 12日㈬～10月14日㈰
映画「いのちがいちばん輝く日－あるホスピス病棟の40日－」上映会
30日㈰ 14:00～16:00
70人
（申し込みが必要）
永源寺のトンボ オオルリボシヤンマを探しに行こう ８日㈯ 10:00から
20人
（申し込みが必要、小学生以下は保護者同伴）
長ぐつ、虫捕りあみなど
わくわく図書館〈まちゃぼうのお茶会〉 29日㈯ 11:00～15:00
わくわく図書館〈おたのしみ工作会〉 29日㈯ 13:00～14:00
川端誠絵本ライブ 10月６日㈯ 10:30から
60人
（申し込みが必要）
川端誠講演会
「絵本とともに旅をして」 10月６日㈯ 14:00から
80人
（申し込みが必要）

９月の
休日歯科診療
のお知らせ
17日㈷

横矢歯科診療所（近江八幡市）
☎ 0748-32-4161

22日㈷

安土デンタルクリニック
（近江八幡市）
☎ 0748-46-4797

診療時間 ９：30～17：00
滋賀県歯科医師会湖東支部
☎ 0748-48-7370

【訂正のお願い】 平成24年度健康ガイドブック
★訂正内容 ポリオワクチン接種方法の変更

※９月１日から急性灰白髄炎（ポリオ）の定期予防接種で
使用するワクチンが、生ポリオワクチン（集団接種）から
不活化ポリオワクチン（個別接種）に切り替わりました。
★訂正箇所 11ページ〈予防接種の種類〉表中のポリオ記載欄を削除

〈異なった種類のワクチンを接種する～〉

生ワクチンの種類からポリオを削除

12ページ〈ポリオ日程〉秋期日程をすべて削除

※ポリオワクチン予防接種の指定医療機関は、広報８月号５ページをご
覧ください。また、現在お持ちのポリオ予診票は使用できませんので、
医療機関に備え付けの用紙を使用してください。
健康推進課 ☎ 0748-24-5646
0505-801-5646

※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。

■記号の説明・・・

＝定員
＝IP電話

＝持ち物

＝問い合わせ
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遊休農地（耕作放棄地）をなくそう！
～状況を調査、遊休農地解消に向けた取り組み～
農地は食料供給の生産基盤であり、農家の重要
な経営基盤となります。しかし、農業を取り巻くさ
まざまな事情から、何年も耕作されず荒れてしまう
遊休農地が後を絶ちません。
農業委員会と東近江市耕作放棄地対策協議会
では、年１回、農地の利用状況を調査し、遊休農
地解消のための取り組みを行っています。
８月３日㈮には、60人のメンバーが市内農地を
一斉調査しました。
（写真）対象は、昨年度に遊

休農地と判断した農地と新たに遊休化したと考え
られる497筆（約26.7ha）の農地です。
調査の結果、遊休農地と判断した場合は、解消
に向けさまざまな取り組みを行います。すぐに解決
できないことも多くありますが、農業委員会、市、
ＪＡなどの関係機関が連携し、昨年度は約４haの
遊休農地を解消することができました。
今後も関係
機関がさらに
協力し、遊休
農地解消に向
けた取り組み
を進めます。

ー地域の安全・安心のためにー

東近江警察署からのお知らせ
９月21日㈮～30日㈰
秋の全国交通安全運動

能登川病院で婦人科外来を開始

平成23年10月に実施された「シートベルト着用
状況全国調査」で、滋賀県は全国ワースト２位でし
た。さらに、東近江警察署管内は県内で最もシート
ベルトの着用率が低いことがわかりました。
「乗ったらカチッと」を合い言葉に、シートベルト
を着用し、交通事故で尊い命を失うことや悲しい思
いをする人をなくしましょう。
◆運動の基本「子どもと高齢者の交通事故防止」
◆取り組み重点項目
① 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通
事故防止
②すべての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
③ 飲酒運転の根絶
④ 横断歩行者の安全確保の推進
◇毎月15日は、
「高齢者交通安全の日」です。
思いやり運転でマナーアップを！
東近江警察署

☎ 0748-24-0110 または、

交通政策課

☎ 0748-24-5658

10月３日㈬から
診療受付 ８:00～16:00
毎週水曜日
診療時間 14:00から
診療内容 ● 子宮頸がん検診などの健康診断
● 更年期症状など日ごろお困りの症状の相談
● 自費検診（女性ホルモン検査、ブライダル
チェックなど）
そのほか、婦人科に関する悩みごとがあれば、
お気軽にご相談ください。
能登川病院

献 血

0505-801-1333

９月 の全血献血（200ml・400ml）

にご協力ください

0505-801-5658

※直接会場に
お越しください。

11日㈫ ９:30～11:30

蒲生支所

11日㈫ 13:30～15:30

市役所本庁舎

健康推進課 ☎ 0748-24-5646

▲
有 料 広 告 欄

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

☎ 0748-42-1333

0505-801-5646

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（発行39,200部）
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

規格など詳しくは、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

／男：57,890人（－102）
／女：59,068人（－38）
／世帯数：41,323世帯（－424）＊（ ）
内は前月比
人口（平成24年８月１日）人口：116,958人（－140）
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