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ーナーコ報情

あかね文化ホール  ☎0748-55-0207　
　　　　　　　　　       0505-801-0207

H
は も り べ

AMORI－BE C
コ ン サ ー ト

ONCERT2012
　～子どもの歌がつなぐ風景～

12月１日㈯ 13:30開場、14:00開演
2,500円（全席指定）

有酸素運動とヨガで健康に　
12月５日㈬、26日㈬10:00～11:30
300円

簡単！リズム体操
12月６日㈭、20日㈭10:00～11:30
300円

森のどんぐりさん公演
　人形劇「ねずみのすもう」

12月９日㈰11:00～12:00
100人（当日先着順）
200円（２歳児まで無料）

親子で楽しくリトミック
12月12日㈬ 10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者
一組300円

音楽の散歩道　
　ジャズバンド
　米田正博とスリーエコーズのみなさん

12月13日㈭ 10:00～11:45
400円

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」
　オペラと弦楽器の国、イタリアの名手
たちが贈るクリスマスのしらべ。

12月22日㈯ 13:30開場、14:00開演
一般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。

 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
12月19日㈬ 10:00～11:30　
500円

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

紋きりであそぼう！
　江戸時代に始まった「紋きり遊び」の現
代版として、講師の荒井
庸子さんが作成したオリ
ジナルの型紙を使って遊
びます。

12月16日㈰13:30～15:00
15人（申し込み先着順）
200円　※ただし、切り取った作品を

クリスマスオーナメントとして加工する場
合は、別途200円～300円が必要

  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－」

12月２日㈰まで
オリジナルリース創

つ く

り
　木の実などを使ってリースをつくります。

12月15日㈯ 13:00から
30人（申し込み先着順）

冬の民具体験－唐
と う み

箕と石臼体験－
　ソバの実を石臼でひき、ソバ打ちをします。

12月22日㈯ 13:30から
15人（申し込み先着順） 材料費実費

市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-561612 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

11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）12月４日㈫８:30から

18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）12月11日㈫８:30から

25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）12月18日㈫８:30から

登記・相続相談 21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 能登川保健センター　１階相談室
５日㈬ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

６日㈭
９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
９:00～12:00 愛東支所　会議室３

18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
21日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室
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

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

４日㈫
９:00～12:00 五個荘支所　１階第３会議室
13:00～16:00 八日市コミュニティセンター
13:00～16:00 御園コミュニティセンター

５日㈬
９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室
13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

６日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
７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 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
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

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
６日㈭ 14:00～17:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562414日㈮、21日㈮ ９:00～12:00

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。
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東近江市立保育園・幼稚園
臨時職員

　保育士または幼稚園教諭の資格をお
持ちの人で、臨時職員として勤務を希望
される人は、受付期間中に幼児課まで
お申し込みください。受験申込書は市
ホームページから印刷できます。（電話
受付も可）
・募集内容
　①フルタイム（７時間45分）
　　対象：保育士・幼稚園教諭
　　※保育園はシフトあり
　②パートタイム（６時間）
　　対象：幼稚園教諭のみ
・受付期間＝12月３日㈪～12日㈬
・試験日時＝12月15日㈯９:00 から
・試験内容＝面接、実技（絵本読み聞
　　　　　　かせ、弾き語り）
・試験会場＝市役所別館

幼児課
　☎0748-24-5647　 0505-801-5647

ヨシ刈りボランティア参加者

　伊庭内湖と周辺のヨシ原は、琵琶湖
固有の魚や鳥たちを守り育てるゆりかご
です。定期的に管理し、美しい日本の
原風景を守るため、冬のヨシ刈りを行い
ます。

12月８日㈯９:00～12:00
伊庭内湖（伊庭町地先）

集合場所＝伊庭町金比羅神社周辺
12月５日㈬まで

伊庭の里湖づくり協議会事務局
　　（生活環境課内）
　☎0748-24-5633  0505-801-5633

国際ふれあいパーティー参加者

　ゲームなどを通じて、市内在住の外
国人のみなさんと交流を深めませんか。

12月９日㈰ 12:00～14:30
市役所別館 大ホール
500円
12月７日㈮まで

東近江国際交流協会（企画課内）
　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

介護・福祉用具セミナー 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（理学療法士）

12月15日㈯ 10:00～12:00
湖東リハビリステーション
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

冬休みまいぶん体験教室

内容：勾玉を作ろう
12月26日㈬ ①10:00から②13:30から
埋蔵文化財センター
各30人（申し込み先着順）
300円
タオル、鉛筆、水筒
12月10日㈪ 10:00から受付

埋蔵文化財センター
　☎0748-42-5011　 0505-801-5011

布引運動公園フィットネス教室受講生

教室名 開催日時（各10回）
スタイル u p
ウォーキング
＆ボールエク
ササイズ

8,500円

Ⓐ 12/18～３/26（毎週火曜）
　 10:00～11:00
Ⓑ１/10～３/14（毎週木曜）
　 13:30～14:30

ＺＵＭＢＡ
（ズンバ）

8,500円

１/７～３/25（毎週月曜）
　 19:30～20:30

ヨガピラティス
8,500円

Ⓑ１/10～３/14（毎週木曜）
　 20:15～21:15

ＬＧスポーツ
入門コース

8,500円

Ⓐ１/11～３/15（毎週金曜）
　９:30～10:30
Ⓒ１/10～３/14（毎週木曜）
　 20:00～21:00

ＬＧスポーツ
ステップアッ
プコース

8,500円

Ⓑ１/11～３/15（毎週金曜）
　 10:40～11:40
Ⓓ１/８～３/26（毎週火曜）
　 20:00～21:00

16歳以上　
12月１日㈯９:00から受付します。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 
　☎0748-25-2633　 0505-801-2633

年金事務所・一日年金相談（予約制）

12月20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（申し込み先着順）
彦根年金事務所

　☎ 0749-23-5489（予約専用電話）

佐藤剛史先生講演会参加者

テーマ「人と自分を大切にする食」
　「すごい弁当力！」や「いのちをいただ
く」の著書で有名な佐藤剛史さんの講
演です。

12月20日㈭10:00～12:00
蒲生コミュニティセンター
100人（申し込み先着順）
500円

ぐるりの樹（西村）
　☎090-8208-0423

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

” たのしさいっぱい”クリスマスの凧達
12月24日㈪まで
300円（小中学生150円）

親子凧作り教室
　「サンタクロースの凧作り」

12月16日㈰９:00～12:00
３歳以上（小学生以下は保護者同伴）
25組（申し込み先着順）　
500円

大凧を年賀状にお使いください！
　来年の干

え

支
と

「巳」の絵が描かれた大
凧のスタンプや２畳敷き大凧の写真を年
賀状にしてみませんか。イラストはホー
ムページ（http://oodako.net/）からダウ
ンロードできます。

12月３日㈪～27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」（後期）
12月16日㈰まで
200円（小中学生100円）
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ーナーコ報情

人権尊重と部落解放をめざす
県民のつどい

　毎年、人権週間（12/４～12/10）に県民
のつどいを開催しています。記念講演のほ
か、中学生や地域からの意見発表、人権
ラブソングフェスティバルなどがあります。
講演「人権の船」
講師：中山千夏さん（作家）

12月９日㈰９:50～14:30（受付９:30）
滋賀県文化産業交流会館（米原市）

※手話通訳、要約筆記あり
人権課

　☎0748-24-5621　 0505-801-5621

あなたの思いを
寄附としてお寄せください

◆東近江市こども未来夢基金
　子どもたちが未来に夢と希望を持ち、
豊かな心を育む事業の実施に活用されま
す。みなさんからいただい
た寄附金と、その同額を市
が積み立てる基金です。
◆東近江市ふるさと寄附
　生まれ育ったふるさとを応援したい、
東近江市に貢献したいと考えておられる
みなさんの思いを「ふるさと寄附」とし
て受け付けています。寄附金は、市のま
ちづくりに活用させていただきます。心
温まる「ふるさと」への思いをお待ちし
ています。
※自治体への寄附は、所得税の所得控
除、住民税の税額控除が受けられます。
12月中に手続きをされると、平成24年分
の所得から控除されます。詳しくはお問
い合わせください。

企画課
　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

2013年版県民手帳販売

　最新の滋賀県の様子がわかる統計資
料や知っていると便利な暮らしの情報な
ど盛りだくさんの内容が、コンパクトに
まとめられています。企画課または各支
所地域振興グループで購入できます。

平成25年１月31日㈭まで
１冊500円
企画課

　☎0748-24-5610　 0505-801-5610

農業委員会選挙人名簿登載
申請書をご提出ください

　毎年１月１日を基準日として農業委員
会委員選挙人名簿を作成しています。
　10アール以上の農地を経営する人に
は、12月中 旬に
登載申請書を配
付します。なお、
市外に農地を所
有している農業
経営者などには
配付されないことがありますので、該当
する人は、下記までお申し出ください。
※選挙人名簿に氏名が登載されていな
ければ投票や立候補などの選挙に関す
る行為ができません。

市内在住の満20歳以上（平成５年４月
１日以前の生まれ）で、次の①②③のい
ずれかに該当する人
①10アール（1,000㎡）以上の農地（ 田、
　畑）を耕作する農業経営者
②上記①の同居の親族またはその配偶
　者で年間60日以上農業に従事してい
　る人
③10アール（1,000㎡）以上の農地を耕作
　する農業生産法人の構成員、社員ま
　たは株主で、年間60日以上法人が行
　う耕作の業務に従事している人
提出期限＝平成25年１月10日㈭（必着）

返信用封筒に入れて郵送または各集
落の農業委員会協力員にお渡しいただ
くか、農業委員会事務局もしくは各支所
地域振興グループまで直接ご持参くだ
さい。

農業委員会事務局
　☎0748-24-5682　 0505-801-5682

市民ギャラリー

◆延命荘　書道教室展
12月３日㈪まで

◆短冊（短冊に絵を描
　いた作品展）

12月３日㈪まで
◆さくら会
　　押花絵額展

12月５日㈬～18日㈫
◆久夫・英子創作人形展

12月５日㈬～18日㈫
◆広報が撮る　東近江市の素顔

12月20日㈭～１月９日㈬
◆大東亜戦争の遺品展

12月20日㈭～１月25日㈮
市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

工業統計調査にご協力ください
- 基準日：12月31日 -

　工業統計調査は、わが国の工業の実
態を明らかにすることを
目的とした調査です。
　従業者４人以上のす
べての製造事業所を対
象に実施します。調査
結果は、国内総生産の推計や中小企業
施策、地域振興などの基礎資料として
活用されます。調査票に記入された内
容は、統計法により保護されます。ご
協力をお願いします。
経済産業省、滋賀県、東近江市

企画課
　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

市営住宅入居者募集　 住宅課　☎0748-24-5652　 0505-801-5652

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

ひばり丘（ひばり丘町）１戸 中層耐火４階建 ２LDK 19,200円～28,600円 57,600円～85,800円

簗瀬（五個荘簗瀬町）１戸 中層耐火３階建 ３DK 17,900円～26,600円 53,700円～79,800円

神郷（神郷町）
※単身入居可

２戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,400円～22,500円 43,200円～67,500円

★募集期間＝12月３日㈪～10日㈪（土・日を除く8:30～17:15）
★入居可能日＝平成25年１月15日㈫以降 ※入居可能日から家賃が必要
★選考方法＝応募多数の場合は、市営住宅運営委員会が住宅困窮度により決
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、住宅課へ書類を提出。入居申し込みには、資格条件があります。
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第64回人権週間
-12月４日㈫～10日㈪ -

「みんなで築こう 人権の世紀～考えよう
相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～」 
　あらゆる差別や偏見をなくし、みん
なが明るく暮らせる社会をつくるために
は、私たち一人ひとりが人権について正
しく理解し、周りの人の人権を尊重する
意識を持つことが
大切です。
　今一度身近なこ
とから人権を考え
てみませんか。
◆オープニングセレモニー
　人権クイズ大会など

12月２日㈰ 14:00～15:00
ビバシティ彦根（彦根市）
人権課

　☎0748-24-5620　 0505-801-5620

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
12月８日、22日

◆フェイシャルエステ
12月８日

◆カフェ・食器雑貨の販売
◆アロマトリートメント・グッズ販売

12月８日、15日、22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

◆プリザーブドフラワーなどのアレンジ
　販売、ガーデンフラワー雑貨の販売
◆ 無農薬・無添加ペットフードの販売
◆手作り雑貨・衣服の販売
◆アロマトリートメント・グッズ販売

12月１日㈯～28日㈮
※いずれも９:30～20:00（有料）

ショッピングプラザアピア２階
　（八日市浜野町）

八日市商工会議所
　☎0748-22-0186　 0505-801-3775

家屋を取り壊したときは届出を

　家屋を取り壊したときは、滅失の届出
が必要になります。届出がない場合、毎
年１月１日を基準日としている固定資産
税の課税対象となるおそれがあります。
　必要書類など詳しくはお問い合わせ
ください。

資産税課
　☎0748-24-5637　 0505-801-5637

12・１月の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）

12月
１日㈯･２日㈰･８日㈯･９日㈰
15日㈯･16日㈰･22日㈯･23日㈷
24日㈪･29日㈯･30日㈰･31日㈪

１月
１日㈷･２日㈬・３日㈭・５日㈯
６日㈰･12日㈯･13日㈰・14日㈷
19日㈯･20日㈰･26日㈯･27日㈰

　年末のし尿収集は混み合います。20日
以後にお申し込みいただいても、年内に
くみ取りができないことがあります。12
月にし尿くみ取りを予定されている人
は、余裕を持って12月10日㈪までにお
申し込みください。
　なお、年末年始など、指定された収集
日以外のくみ取りは行っておりませんの
で、日ごろから便槽の量を確かめるなど
の適切な管理をお願いします。

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

就学校の変更

　公立の小中学校は、通学区域により
就学校を指定しています。特別な事情が
あり、指定された学校への就学が困難
な場合は就学校の変更が認められるこ
とがあります。平成25年度以降の変更を
希望される場合（入学予定者を含む）は
手続きが必要ですので、平成25年１月18
日㈮までにお問い合わせください。

教育総務課
　☎0748-24-5670　 0505-801-5670

東近江いきいきシニア交流会

　「何かを始めたい」というシニア世代の
みなさんと、現在活躍中のグループとの『出
会い＆ふれあい＆交流』の場として開催し
ます。環境保護やパソコン教室、地域サロ
ンなどの活動グループが出展されます。

12月15日㈯13:00～16:00
やわらぎホール
長寿福祉課

　☎0748-24-5645　 0505-801-5645

住民支えあい講演会

「要援護者を地域で支える
　　　　～東日本大震災の現場から～」
　自身も気仙沼で被災しながら被災者の
生活支援を行った人と、滋賀県から支援
に駆けつけた人が集まり、支援の必要な
人を地域でどのように支えるか考えます。

12月８日㈯19:00～21:00
あかね文化ホール

※手話通訳、要約筆記あり
東近江市社会福祉協議会　地域福祉課

　☎0748-20-0555　 0505-801-1125

子どもの予防接種（麻しん風しん・２種混合）を受けましょう
　今年度の対象となるお子さんは次のとおりです。まだ接種をされていない人
は、計画的に接種を受けましょう。未接種の人には、12月中に通知をします。
■麻しん風しん
　２期：平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれ（小学校入学１年前）
　３期：平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれ（中学１年生相当）
　４期：平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ（高校３年生相当）
■２種混合（ジフテリア・破傷風）
　平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれ（接種勧奨年齢）
※予防接種の詳細は健康ガイドブック（P11・P12）をご覧ください。

健康推進課　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646
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