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ーナーコ報情

 東近江大凧会館    ☎0748-23-0081　 
　　　　　　　　　             0505-801-1140 

2012年特別企画
「カイトフォトグラフィー展」
　大空に揚がる凧にカメラを取り付けて
撮影した写真を展示します。

10月11日㈭～11月26日㈪
入館料（大人：300円、小中学生：150円）

講演「あなたもできるカイトフォト凧で
空撮」
講師：室岡克孝さん（日本カイトフォトグ
ラフィー協会 会長）

10月21日㈰ 13:30～15:30
20人（申し込みが必要）
入館料（大人：300円、小中学生：150円）

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

秋季企画展「地球一周・紋切りの旅」
　荒井庸子さんが船で地球一周する中
で出会った世界の生活文化や人びとの
様子を、紙細工の紋切り作品と写真で
紹介します。

10月６日㈯～11月25日㈰

  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」
前期：10月28日㈰まで

　後期：11月１日㈭～12月16日㈰
※10月30日㈫、31日㈬
は臨時休館

入館料（大人：200円、
　小中学生：100円）

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

秋を染めよう
　市の花ムラサキで染色体験をします。

10月６日㈯ 13:30から　
15人（申し込みが必要）
500円（材料費）

秋のキノコ観察会
10月13日㈯ 13:30から
30人（申し込みが必要）

第100回企画展「もっと知りたい！東近江市
うまい！－明日へ命をつなぐもの－」
　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。

10月17日㈬～12月２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
10月11日㈭ 14:00～15:15　 500円

タイムスリップ70’S 同窓会コンサート
　西城秀樹ほか青春のヒットソングス！

10月13日㈯①13:00開演 ②16:30開演
前売5,000円（全席指定）

上手な薬との付き合い方
　　　　　　　～薬について知ろう～

10月13日㈯14:00～15:30　 400円
湖東コミュニティセンター

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

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）10月３日㈬８:30から

16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）10月９日㈫８:30から

23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）10月16日㈫８:30から

登記・相続相談 19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㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
９日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
11日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室
16日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
16日㈫ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
18日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
24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 24日㈬ 13:30～16:30 ショッピングプラザアピア　４階研修室
※受付13:00～15:30まで

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

９日㈫ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
10日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
10日㈬ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
10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
16日㈫ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
17日㈬ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
19日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 市役所別館１階
こども支援センター ☎ 0748-24-5663

・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
５日㈮

９:00～12:00 予約が必要
男女共同参画課　☎0748-24-562412日㈮

18日㈭ 14:00～17:00
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 10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。

10 月 の市民相談 市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616

第13回

月10 ５日㈮４日㈭、

介護保険推進全国サミット
　　　　　 inひがしおうみ

　介護保険や地域包括ケアについて、全
国から集う人たちといっしょに考えます。
※当日はインターネットを利用してサミッ
トの様子をお知らせする予定です。詳し
くは、市ホームページをご覧ください。

介護保険サミット推進室
　☎0748-24-5572　 0505-802-9951

－先進の取り組みを全国に発信－
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未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：運動会ごっこ
開催日 開催場所

10月12日㈮ 布引体育館

10月17日㈬ 蒲生体育館

10月18日㈭ 五個荘体育館（洗心館）

10月19日㈮ 湖東体育館

10月26日㈮
武道館（能登川スポーツセ
ンター内）

いずれも10:00～11:30
各会場50組程度（申し込みが必要）
10月１日㈪から受付

下記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

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成25年２月14日㈭ 14:00から
立命館大学びわこ・くさつキャンパス

　（草津市）
10月22日㈪～11月９日㈮

　９:00～17:00（土・日・祝を除く）
※申請用紙・申し込みは下水道課（東近
江市水道事務所１階）で受付します。

下水道課
　☎0748-24-5665　 0505-801-5665
　公益財団法人滋賀県建設技術センター
　☎077-565-0216
　ホームページ http://www.sct.or.jp/

パソコンボランティア養成講座

　あなたもパソコンの経験を生かして活
動してみませんか。

10月13日、20日、27日、11月10日、17日
　全５回（いずれも土曜日） 14:00～15:30

能登川勤労者会館
15人（申し込みが必要）
10月10日㈬まで

主催：パソコンボランティア和
やわらぎ

ねっと！
東近江市社会福祉協議会能登川支所

　☎0748-42-8703　 0505-802-2989

年金事務所・一日年金相談（予約制）

10月18日㈭ 10:00～16:00
市役所別館 ２階中ホール

※会場はエレベーターがありません。１
階でのご相談を希望される人は、予約
時にお伝えください。

20人（申し込みが必要）
彦根年金事務所

　☎0749-23-5489（予約専用電話）

男性のための
『健康・仲間』づくり講座

開催日時 内　容

11月7日㈬
13:30～16:30

里山保全を体験しよう
～河辺いきものの森の
散策や焼き芋づくり

11月14日㈬
13:30～15:30

笑って健康に！
笑いヨガを体験しよう

11月20日㈫
13:30～16:30

秋を見つけよう！
カメラや携帯で写真を
撮りましょう

12月４日㈫
９:30～13:30

料理教室part１～池田
牧場楽しいお話とクッ
キング

12月11日㈫
９:30～13:30

料理教室part２～料理
サークル「アザレア会」
のお話とクッキング

12月18日㈫
13:30～16:30 しめ縄づくり教室

市内（詳細は参加者に個別通知します）
市内在住のおおむね60歳以上の男性で

初めて受講し、５回以上参加できる人
材料費の実費負担あり（2,500円程度）
20人（申し込みが必要）　
10月22日㈪まで

長寿福祉課
　☎0748-24-5645　 0505-801-5645

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
10月３日㈬、10日㈬10:00～11:30　
500円

簡単！リズム体操
10月４日㈭、18日㈭10:00～11:30
300円

音楽の散歩道　
　女声アンサンブル
　アイネ・クライネ･ローテ・ボーネさん

10月11日㈭ 10:00～11:45　
400円

親子で楽しくリトミック　
10月24日㈬ 10:00～11:00　
１組300円　
３歳までの幼児と保護者

 ウェルネス八日市　☎0748-22-8800
                                     0505-801-1137

役立つ！中高年再就職支援セミナー
　再就職をめざすための現状と課題につ
いて講習します。
講師：社会保険労務士　西岡大さん

10月６日㈯13:00～14:30
20人（申し込みが必要）　
500円

有酸素運動とヨガで健康に
10月17日㈬ 10:00～11:30　
500円

ウェルネス文化発表会
　作品展示や発表、無料体験コーナー
（水墨画、お茶席ほか）、模擬店もあり
ます。

10月28日㈰10:00～15:00

あかね文化ホール　☎0748-55-0207　 0505-801-0207

宝くじ文化公演
　　クリスマスinイタリア

　　　　　ローマ室内オーケストラ

ください。なお、このコンサートは宝くじの助成により特別料金にな
っています。 ◆チケットは、あかね文化ホールほかで発売中です。

　クリスマスムードいっぱいのバロック音楽や心を温かく
するソプラノの歌声など極上のコンサートをお楽しみいただけます。
　アカデミー賞映画のサウンドトラックもこなすイタリア職人の技をご堪能ください。

12月22日㈯ 開場13:30　開演14:00　 あかね文化ホール
大人 2,000円、高校生以下 1,000円 全席自由 ※ 未就学児の同伴、入場はご遠慮
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ーナーコ報情

東近江市歴史カレッジ受講生

　東近江市の歴史を、映像や資料から
学びます。

開催日 テーマ・開催場所

10月６日㈯
「能登川の歴史」第４巻
を読む 

埋蔵文化財センター

10月13日㈯
東近江の茶道文化

くずし字辞典
埋蔵文化財センター

10月20日㈯
古文書検定に挑戦！

くずし字辞典
埋蔵文化財センター

10月27日㈯

江戸～明治の日記から見え
てくる湖東地域のくらし

くずし字辞典
湖東図書館

いずれも13:30～15:00　
100円（資料代）　

※申し込みが必要
文化財課市史編

へんさん
纂室

　☎0748-42-5031　 0505-801-5011

消費者セミナー参加者

　悪質な商法や詐欺まがいの手口から
身を守る対処法や予防策について学び
ます。
講 演「 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～
講師：多田文明さん（悪質商法評論家・潜
入ルポライター）

10月２日㈫ 13:30～15:30
市役所別館２階大ホール
30人（申し込みが必要）

市民生活相談課
　☎ 0748-24-5619　 0505-801-5635

手話公開講座受講生

講義「聴覚障害者の生活」
10月17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 10月10日㈬
までにご連絡ください。

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

プロが教える簡単動画のつくり方

　意外と知らないビデオ撮影のコツやフ
リーソフト（Windowsムービーメーカー）を
使ってできるお金のかからない簡単映像
編集まで、東近江スマイルネットのカメラ
マンが講師となりしっかり丁寧に教えます。
大切な思い出を動画にしてみませんか？

10月20日㈯ 14:00～16:30
八日市南小学校　
500円（資料代、当日徴収します）
20人（申し込みが必要）
まちづくりネット東近江

　☎0748-24-5571
ホームページ http://higashio-me.com

魚のさばき方教室参加者

　「鯛
たい

」をさばきます。（入荷状況により変更）
10月27日㈯ 13:00～15:00
①建部コミュニティセンター

　②ふるさと文化体験学習館
20歳以上
各10人（初めての人優先）
10月１日㈪～10月５日㈮

　電話にて受付（９:00～15:00 ）
1,000円（材料代、当日徴収します）
新聞紙１日分、まな板、タオル２枚、

エプロン、包丁（できれば出刃包丁）
八日市公設地方卸売市場

　☎0748-23-6671　 0505-801-1136

市レディース・バレーボール大会

11月23日㈷８:30から
布引運動公園体育館

①バレーボールの部
市バレーボール協会に登録している

チーム（９月30日現在）、または市在住の
既婚女性で編成したチーム。
②ソフトバレーボールの部　

市在住・在勤の18歳以上の女性で編成
したチーム。高校生は除く。（ほか要件あり）
※１人１部門のみの出場に限ります。参
加資格や要件など詳しくはお問い合わ
せください。
◆抽選会＝11月２日㈮

10月26日㈮まで（電話不可）
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

布引運動公園ジョギング教室受講生

　フォームや基本技術の習得、運動効
果の比較分析などを行います。

10月11日～12月13日の毎週木曜日
　（全10回）　19:30～21:00

18歳以上　 30人（申し込みが必要）
5,000円（保険料含む）
ジョギングシューズ、着替えなど
10月７日㈰まで（電話不可）

布引グリーンスタジアム管理事務室
　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷金（※３）

翔21（八日市上之町）
※１

※２
鉄筋コンクリート
６階建

２LDK 83,000円 249,000円

３DK 80,000円 240,000円

※１ 特定優良賃貸住宅（県の認定を受けた優良賃貸住宅です。所得に応じ家賃の一
部を補助する場合があります）　※２ 募集時期により異なります。　※３ 礼金・更新
料は不要です。 入居申し込みの相談は、㈱山彦（☎0748-22-3060）まで

公的賃貸住宅入居者募集
住宅課　☎0748-24-5652　 0505-801-5652

市有地の売払い（条件付一般競争入札）
管財課　☎0748-24-5603　 0505-801-5603

物件所在地（地目） 実測面積 最低売却価格

五個荘竜田町字六ノ坪47番１、47番３、47番８（宅地） 計9,753.83㎡ 249,000,000円

◆入札日＝11月20日㈫９:30から（申し込みが必要）
◆入札場所＝市役所別館２階中ホール
★ 申込方法＝10月１日㈪から11月７日㈬までに直接、管財課へ申込書などを持参し
提出してください。※実施案内書や申込書などは、管財課窓口配布または市ホームペー
ジからダウンロードできます。※物件の詳細は実施案内書などをご覧ください。



広報ひがしおうみ　2012.10.113

東近江市芸術文化祭イベント

◆ストーリーテラーと影絵劇（地区公演）
　影絵劇スタジオライフが「100万回生きた
ねこ」「手ぶくろをかいに」などを上演します。
① 10月13日㈯開場９:30　開演10:00
　 やわらぎホール ※全席自由
② 10月13日㈯開場15:30　開演16:00
　 愛東コミュニティセンター ※全席自由

500円（小学生以上）
チケット販売＝能登川・愛東コミュニティ
センター、八日市文化芸術会館など
◆びわこJAZZフェスティバル・セレク
ションライブ
　これまでのびわこJAZZフェスティバル
出演者の中から、選りすぐりのメンバーが
再集結します。メインゲストに深尾多恵子
さんを迎えジャズコンサートも開催！

10月14日㈰開場 13:30　開演14:00
八日市文化芸術会館　※全席自由

東近江市芸術文化祭実行委員会
（生涯学習課内）
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

こどもと子育てを地域で支えるつどい

　子育て中のお母さんの声を紹介する
ことで、世代を超えて育児の問題を再
確認し、子どもの虐待予防を考えます。

10月25日㈭ 13:30～15:30
やわらぎホール　

※申し込みが必要
こども支援センター

　☎0748-24-5663　 0505-802-3275

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）

10月
６日㈯、７日㈰、８日㈷、13日㈯、
14日㈰、20日㈯、21日㈰、27日㈯、
28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

東近江市美術展覧会

第１期（洋画、彫刻彫塑、書）
10月17日㈬～21日㈰

第２期（日本画、美術工芸、写真）
10月24日㈬～28日㈰

◆入館時間９:00～17:00 
※会期中の金曜日は21:00まで、日曜日
は15:00まで。

八日市文化芸術会館
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

2012人権フェスティバル

　記念講演のほか人権ミニコンサートや
展示、模擬店などがあります。

10月21日㈰10:00～15:00
近江八幡市文化会館とその周辺

講演「生きて活
い

きて輝いて」
　　　　　　～仕事と介護と恋愛と～
講師：遙

はるか

洋子さん（タレント・作家）
10月21日㈰10:40～12:00
近江八幡市文化会館大ホール

※託児（10月17日㈬までに申し込みが必
要）、手話通訳、要約筆記あり
主催：人権啓発活動 湖東・湖北地域ネッ
トワーク協議会

近江八幡市人権・市民生活課
　☎0748-36-5881

女性のための創業塾卒業生
「チャレンジショップ」期間限定オープン

　「女性のための創業塾」卒業生が期間
限定のチャレンジショップをオープンし
ます。
ベビーマッサージ教室

10月６日、13日、11月３日
カフェ・食器雑貨の販売

10月６日、13日、20日
アロマトリートメントとグッズ販売

10月６日、20日
フェイス・デュルテのフェイシャルエステ

10月６日、20日、11月３日
カフェ・手作り雑貨の販売

11月３日
※いずれも土曜日、10:00～15:00（有料）

子民家エトコロ（林町）
東近江市商工会本部

　☎0749-46-8770　 0505-802-9407

あいとう地区公開講座

①事例発表「在宅介護の取り組みにつ
　いて」（在宅介護者、診療所医師ほか）
②健康創作落語
　「笑いは心のくすり～薬局へ行こう編～」
出演：井筒家磯七さん（いづつ薬局薬剤師）
※医療・介護相談、測定コーナー、お
薬相談などもあります。

10月25日㈭13:00～16:00（受付12:30）
愛東支所 　 市内在住の人
あいとう診療所

　☎0749-46-8030　 0505-801-8030

市民ギャラリー

近代大津絵展　 10月16日㈫まで
東近江市能登川障害福祉センター陶芸
講座生作品展　 10月16日㈫まで
ハートピア八日市展  10月18日㈭～31日㈬

市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

健康なまちづくりシンポジウム

　生活習慣における「食育」をテーマに健
康づくりの秘けつや県内での取り組みを紹
介します。（主催：県内の国民健康保険）
講演「食のお役立て情報満載！タニタの
社員食堂」　講師：堀越理恵子さん（㈱
タニタ管理栄養士）
※講演後、シンポジウムを開催します。

10月30日㈫ 13:00～16:30
八日市文化芸術会館　※全席指定

※事前に申し込みが必要です（電話可）
保険年金課

　☎ 0748-24-5631　 0505-801-5631

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

協会ビームライフル大会　
11月24日㈯　 10月22日㈪まで
県立障害者福祉センター（草津市）
滋賀県障害者スポーツ協会員

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052
　または各支所
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