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ーナーコ報情

  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
11月15日㈭ 14:00～15:15　 500円

小金沢 昇司　原田 悠里　石原 詢子　
三山 ひろし　スペシャルコンサート

12月１日㈯
　①13:30開演 
　②17:30開演

前売5,000円（全席指定）

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
11月７日㈬、14日㈬10:00～11:30
500円

音楽の散歩道
　クラリネットとピアノによる演奏

11月８日㈭10:00～11:45　 400円
簡単リズム体操　

11月15日㈭、29日㈭ 10:00～11:30
300円

蒲生支部青少年育成大会
　青少年の主張発表など

11月18日㈰13:30から
親子で楽しくリトミック

11月28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

2012年特別企画
「カイトフォトグラフィー展」

11月26日㈪まで
大人：300円（小中学生：150円）

" たのしさいっぱい＂クリスマスの凧達
　サンタクロース、トナカイ、雪だるま、ベ
ルなどたのしさいっぱいの凧を展示します。

11月29日㈭～12月24日㈪
大人：300円（小中学生：150円）

  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」（後期）
　新たに展示する12点の作品のほか、
素描・スケッチも展示します。

11月１日㈭～12月16日㈰
大人：200円（小中学生：100円）

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

第100回巡回展　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」

12月２日㈰まで　10:00～18:00
秋の民具体験～七輪でサンマを焼こう！～
　自分で火をおこし、サンマを焼きます。

11月10日㈯ 10:00から
15人（申し込み先着順）　 材料費

秋の猪子山探検
　落ち葉や木の実を集めます。

11月17日㈯ 10:30から
30人（申し込み先着順）

  八日市まちかど情報館  ☎0748-23-4528

本町「秋」パサージュ2012
　手作り作品の展示や販売、実演など。
食品類の販売もあります。

11月10日㈯ 10:30～15:00
八日市本町商店街アーケード通り

 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
11月21日㈬ 10:00～11:30　
500円

市民生活相談課　 　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-561611 月 の市民相談

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

13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）11月６日㈫８:30から

21日㈬ 13:00～15:30 愛東支所　ボランティア活動室
※電話予約受付（先着５人）11月14日㈬８:30から

27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）11月20日㈫８:30から

登記・相続相談 16日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談課
（司法書士による無料相談）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

１日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
６日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
８日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３
16日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

20日㈫
９:30～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

28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
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
　による無料相
　談

８日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２

14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
９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室

16日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
20日㈫ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

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
９日㈮ ９:00～12:00

予約が必要
男女共同参画課　☎0748-24-562415日㈭ 14:00～17:00

30日㈮ ９:00～12:00
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 14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。



広報ひがしおうみ　2012.11.111

景観まちづくりワークショップ
in伊庭  参加者

　古くから水と密接に関わってきた伊庭
町の景観を生かしたまちづくりについて
考えます。
基調講演「みんなが主役！景観まちづくり」
講師：川端 五兵衞さん

11月10日㈯10:30～12:00
タウンウォッチング・景観資源マップづくり

11月10日㈯13:00～16:30
（どちらも前日までに申し込みが必要）

伊庭町謹節館
都市計画課　

　☎0748-24-5655　 0505-801-5655

子育て講演会 受講生

今こそ見つめなおそう、家庭での子育て
　いじめの問題や子育てのあり方が問
われる今、一番身近な家庭での子育て
について考えてみませんか。
※八日市文化芸術会館生涯学習センター
　機能的事業
講師：山口 育子さん（NPOチッチ理事）

11月18日㈰13:30～15:00
八日市コミュニティセンター
子育て中の人、家庭教育に興味のある人
60人（申し込み先着順）　

八日市コミュニティセンター
　☎0748-23-4120　 0505-801-1141

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

◆まっちゃんとふれあい遊びをしよう

開催日 開催場所

11月13日㈫ 布引体育館

11月14日㈬ やわらぎホール

11月15日㈭ 愛東支所

いずれも10:00～11:30　
各会場50組程度（申し込み先着順）
11月１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

東近江市歴史カレッジ 参加者

かな文字の混じった史料を読む
　東近江市に伝わる古文書を読んだり、
映像や史料から歴史を学びます。

11月10日㈯13:30～15:00
　（申し込みが必要）

埋蔵文化財センター
100円（資料代）
古文書を読むため、できるだけ「くず

し字辞典」を持参してください。
市史編纂室

　☎0748-42-5031　 0505-801-5001

介護・福祉用具実習セミナー 参加者

　介護ベッドの活用を中心に、福祉用具と
からだにやさしい介助の仕方を学びます。
講師：河島 克彦さん（福祉用具プランナー）

市内在住、在勤、在学の人　
30人（申し込み先着順）

湖東リハビリステーション
　☎0749-45-3560　 0505-801-3560

ファミリー・サポート・センター会員

　育児の支援が必要な人（依頼会員）に
支援ができる人（協力会員）を紹介し、
地域で子育てを応援します。協力会員・
両方会員を養成する講座を開催します。
※依頼会員はセンターにて随時登録で
きます。その際は印鑑をお持ちください。

開催日時 内　　容

12月５日㈬
９:30～15:00

・オリエンテーション
・子育て支援の現状と求
　められるサポーター
・病気、ケガ、事故の予
　防と対応

12月６日㈭
９:40～16:00

・子どもの心と体の発達
　と遊び
・子どもの栄養と食生活
・救急救命講習

　

（子育てサポーター養成講座と合同）
※受講時、託児あります。

能登川コミュニティセンター
印鑑、筆記用具
11月30日㈮まで　

ファミリー･サポート･
　　 センター
　☎0748-22-8202　
　 0505-801-1135

消費者セミナー公開講座  受講生

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～
講師：兵庫県情報セキュリティサポーター  
　　  篠原 嘉一さん
※消費生活啓発員養成講座の６回目と合同

11月19日㈪13:30～15:30
市役所別館　２階大ホール
30人（申し込み先着順）

市民生活相談課
　☎0748-24-5619　 0505-801-5635

東近江市民体育大会 参加チーム

バスケットボール
12月16日㈰　 湖東体育館
11月16日㈮まで

　（申し込み多数の場合は抽選）
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

布引ダンスフェスティバル2013
出演チーム

　平成25年３月17日㈰に開催される布
引ダンスフェスティバルに出演くださるダ
ンスチームを募集します。

ジュニアの部（３歳～中学生）
　アダルトの部（高校生以上）
　合計50チーム
　※申し込み多数の場合は抽選

県内在住者が３人以上のチーム
2,000円　
11月22日㈭～12月11日㈫　※布引運

動公園体育館に備え付けの申し込み用
紙に必要事項を記入し、窓口、FAX、ま
たは郵送でお申し込みください。

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633  ・FAX0505-801-2633

労働時間適正化
キャンペーン期間

　滋賀労働局では、期間中、メー
ルで長時間労働、賃金不払い残業
などの情報を受け付けています。
● 情報はこちらにお寄せください

11月は

厚生労働省ホームページ
「労働基準関係情報メール窓口」
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ーナーコ報情

環境美化の日　清掃活動

　12月１日の「環境美化の日」にあわせ、
清掃活動を行います。みんなの力で街
をきれいにしましょう。

12月１日㈯９:30～11:30（雨天中止）
集合場所：五個荘簗瀬町地先

　　　　　　（五個荘地区 御幸橋付近）
　　　　　　愛知川河川敷駐車場
　実施場所：愛知川左岸道路
※ごみ袋、軍手はお渡しします。

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 0505-801-5636
実施の有無については、９:00 以降にテレ
フォンサービス（☎0748-24-1241）にお問
い合わせください。

ガリ版伝承館企画展2012

◆「平成の孔版画名品展」
　作家の佐藤 勝英さん、助田 篤郎さん
の作品ほか50点を展示します。

11月23日㈷、24日㈯、25日㈰、
　12月１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰
　10:00～16:30（入館は16:00まで）
※11月24日㈯は、「ししまい寄席」「縁側
カフェ」「キッズ蔵シアター」も同時開催
◆ガリ版教室

11月24日㈯ ①10:00から ②13:00から
各10人（申し込み先着順）
200円
ガリ版伝承館

新ガリ版ネットワーク事務局（担当：岡田）
　☎090-3849-1798 

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

　夫やパートナーからの暴力、職場で
の差別、セクシュアル・ハラスメントなど、
女性の人権に関わる問題について、相
談に応じます。
女性の人権ホットライン 
　　　　　　　　 ☎ 0570-070-810

11月12日㈪～16日㈮８:30～19:00
　 11月17日㈯・18日㈰10:00～17:00
※一部のIP電話によってはつながらな
い場合があります。その場合は下記の
問い合せ先へ相談をお願いします。

大津地方法務局人権擁護課
　☎077-522-4673

東近江市立保育園保育士・
幼稚園教諭の登録

　公立の保育園・幼稚園の臨時職員として
勤務が可能な人の登録を受け付けていま
す。午前のみ、午後のみでの勤務もできま
す。保育士・幼稚園教諭の有資格者で勤
務を希望される人は登録をお願いします。

市のホームページから登録用紙をダウ
ンロードして必要事項を記入し、FAX、
郵送で登録をお申し込みください。電話
での登録も受け付けています。

幼児課　
　☎0748-24-5647　 0505-801-5647
　FAX0748-24-1052

東近江元旦健康マラソン大会
　参加者

平成25年１月１日㈷９:00 から
布引グリーンスタジアム発着

※年齢の基準日は大会当日
一般男女10km＝2,000円

　一般男女５km＝1,500円
　高校生以下・ジョギング＝1,000円
　（傷害保険料含む）

11月15日㈭まで
★大会運営スタッフ募集！

高校生以上　
若干名
11月15日㈭まで

スポーツ課　
　☎0748-24-5674　
　 0505-801-5674

ノルディックウォーク教室  受講生

　２本のポールを使ってクロスカントリース
キーのように楽しみながら、運動をします。
講師：全日本ノルディックウォーク連盟
ウォーキングライフマスター　松浦 伸行さん

11月18日㈰10:30～12:00
布引グリーンスタジアム
20人（申し込み先着順）
1,000円（保険料含む）
運動ができる服装、運動靴、着替え、

タオル、飲み物など
11月11日㈰まで（水曜日および11月５

日㈪は休園日）　※布引グリーンスタジ
アム管理事務室にてお申し込みください。

布引グリーンスタジアム
　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

キッズ陸上教室（２期）受講生

　陸上競技場で走る、跳ぶ、投げるな
どの基本動作を楽しく学べる体力づくり
教室です。

12月１日㈯、８日㈯、22日㈯
　13:30～15:00（全３回）

布引グリーンスタジアム
小学１～３年生
50人（申し込み先着順）
1,500円（保険料含む）
運動ができる服装、運動靴、着替え、

タオル、飲み物など
11月３日㈷～25日㈰（水曜日および11

月５日㈪は休園日）　※布引グリーンスタジ
アム管理事務室にてお申し込みください。

布引グリーンスタジアム
　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

州立北ミシガン大学姉妹都市奨学生

　アメリカ・マーケット市にある北ミシガ
ン大学へ留学を希望する姉妹都市奨学
生（授業料と寮費を免除）を募集します。
留学期間＝平成25年８月～26年５月　

11月１日㈭～30日㈮　
１人

◆一次試験：筆記（英語）・英会話
　試験日：12月16日㈰９:00 から
※応募資格や受験料など詳細について
はお問い合わせください。

企画課
　☎0748-24-5610　 0505-801-5610
 

種　　目 距離
１部 一般男子（40歳以上） 10km
２部 一般男子（39歳以下） 10km
３部 高校男子 10km
４部 一般女子（高校生含む） 10km
５部 一般男子（高校生含む） 5km
６部 一般女子 5km
７部 高校女子（中学生含む） 5km
８部 中学男子 5km
９部 中学女子 3km
10部 小学男子（３年生以上） 3km
11部 小学女子（３年生以上） 3km
ジョギングの部（小学生以上） 3km
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東近江市芸術文化祭イベント

◆「叶 麗子」コンサート
　NHK連続テレビ小説「ふたりっ子」の
元祖オーロラ輝子の実在モデルである通
天閣の歌姫、叶 麗子さんのコンサートです。

11月17日㈯13:30から
八日市文化芸術会館

◆大津シンフォニックバンドコンサート
　吹奏楽コンクールの全国大会に連続
出場し、金賞も受賞されている一般吹
奏楽団です。また、八日市高校吹奏楽
部も出演します。

11月18日㈰14:00から
八日市文化芸術会館

◆ 芸能フェスティバル
　市内で活動されているグループのステー
ジ発表です。お楽しみ抽選会も行います。

11月23日㈷10:00から
八日市文化芸術会館
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

東近江市子ども芸術展

　市内保育園・幼稚園・小学校・中学
校および県立八日市養護学校の作品（絵
画・工作・粘土・書写など）1,500点を展
示します。

11月９日㈮～15日㈭９:00～17:30
（ただし12日㈪は休館日、15日㈭は12:00まで）

八日市文化芸術会館
学校教育課

　☎0748-24-5671　 0505-801-5671

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）

11月
３日㈷、４日㈰、10日㈯、11日㈰、
17日㈯、18日㈰、23日㈷、24日㈯、
25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

「つどいの広場」運営団体
募集説明会を開催

　平成25年度において、地域子育て支
援拠点事業「つどいの広場」の運営団
体を募集する説明会を開きます。
※つどいの広場：０～３歳までの乳幼児
をもつ子育て中の親の交流の場など、お
よび児童の健全育成の場
対象地区：永源寺中学校区
　　　　 朝桜中学校区

11月15日㈭ 10:00～11:00
市役所東庁舎　Ａ会議室
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

電気の「子メーター」を
使用のみなさんへ

　貸しビル・アパートなどで一括して電
力会社に支払った電気料金を、各テナ
ントなどの電気の使用料に応じて配分す
るために使用する電気計器のことを、電
気の「子メーター」といいます。
　「子メーター」には、計量法で有効期
限が定められています。期限が過ぎた子
メーターは取り換える必要がありますの
で、最寄りの電気工事店や修理事業者
にご相談ください。

関西地区証明用電気計器対策委員会
事務局（日本電気計器検定所関西支所内）
　☎06-6451-2355

滋賀県の最低賃金を改定

　滋賀県の最低賃金は、平成24年10月６
日より１時間716円となりました。
　常用・パートなど雇用形態を問わず、県
内の事業所に雇用されるすべての労働者
に適用されます。なお、特定の産業には特
定（産業別）最低賃金が定められています。

東近江労働基準監督署
　☎0748-22-0394

女性のための創業塾卒業生による
「チャレンジショップ」がオープン

◆ ベビーマッサージ教室
11月３日、10日

◆フェイス・デュルテのフェイシャルエステ
11月３日、10日、17日、24日

◆ ペットのブラッシング・リボンつけ・
　簡単なカット

11月３日、17日、24日
◆カフェ・手作り雑貨の販売

11月３日、24日
◆心理カウンセリング

11月10日
◆カフェ・食器雑貨の販売

11月10日、17日
◆ 無農薬・無添加ペットフードの販売

11月10日、17日、24日
※日により出店内容は異なりますが、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

市民ギャラリー

◆日下山清彦（小品）絵画展　
11月15日㈭まで

◆旅のスケッチ展
11月15日㈭まで

◆ 延命荘　書道教室展
11月19日㈪～12月３日㈪

◆ 短冊  （短冊に絵を描いた作品展）
11月19日㈪～12月３日㈪
市役所 １階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

自衛官等採用試験

　詳しくは http://www.mod.go.jp/pco/
shiga/ をご覧ください。

自衛隊近江八幡地域事務所
　☎0748-33-2103

11月12日㈪～25日㈰
◎ 11月25日は「女性に対す

る暴力撤廃国際日」です

女性に対する暴力をなくす運動

項目 対象 試験日
高 等 工 科
学 校 生 徒

中卒（見込含）
17歳未満

平成25年
１月19日㈯

予 備
自 衛 官 補

一般：18歳以上
　　34歳未満

技能：18歳以上
　　55歳未満

平成25年
４月上旬
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