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

越冬トンボの観察会
　「ホソミオツネントンボ」は、冬を越す
トンボです。長年トンボを追
いかけている達人が案内し
ます。「子どもトンボサミット

（報告会）」も実施します。
西堀榮三郎記念探検の殿堂：集合

　観察地解散　
 服装：長靴、防寒着

１月14日㈷９:30～12:30
20人（申し込み先着順）※観察地へ

は各自の移動になるため、親子での参
加をお願いします。
生誕110年/新・西堀語録展関連企画

「西堀榮三郎を京都に訪ねる旅」
　2013年１月28日で西堀榮三郎さんが
誕生して110年。西堀さんを育てた京都、
主に四条周辺（幼少期）、京都大学周辺

（学生～講師時代）、円山公園周辺（西
堀家の墓）を市バスと徒歩で訪ねます。
講師：西堀峯夫さん（西堀榮三郎氏三男）

１月27日㈰９:15～17:00
京都駅：集合・解散

※八日市駅集合・解散もできます。
10人（申し込み先着順、小学３年生以

下は保護者同伴、小学４年生以上は引
率あり、健脚な人）

大人3,000円、中学生2,700円、小学
生2,450円（京都市内の交通費、昼食代、
保険料、資料代、入館料）

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　
１月９日㈬、23日㈬10:00～11:30
500円

音楽の散歩道　　
ギターとコカリナ・よし笛
（ほっとらいんのみなさん）

１月10日㈭10:00～11:45　
400円

親子で楽しくリトミック
１月16日㈬10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者　
１組300円

簡単！リズム体操
１月17日㈭、31日㈭

　10:00～11:30
300円

  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
１月10日㈭ 14:00～15:15
500円

明治の近代日本画家「野村文挙」展
　野村文挙は、ふるさと五個荘を愛し、
多くの作品を残しました。近代的風景画
の先駆けとして大きな影
響をおよぼし、明治期を
代表する日本画家と評価
されています。風景画を中
心に約60点展示します。

１月19日㈯～１月27日㈰

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

昔のくらしみーつけた　～食卓の風景～
　ちょっと昔の暮らし
の道具を展示します。
好評の民具体験も予
定しています。

１月５日㈯～２月17日㈰
水鳥観察会
　冬の伊庭内湖にやってくる水鳥を観察
します。県鳥のカイツブリなどの美しい
鳥の姿をぜひ一度ごらんください。

２月２日㈯９:30～12:00
30人（申し込み先着順）

市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616１ 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

16日㈬ 13:00～15:30 蒲生支所　２階201会議室　
※電話予約受付（先着５人）１月９日㈬８:30から

22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）１月15日㈫８:30から

29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）１月22日㈫８:30から

登記・相続相談 18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

８日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
10日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
21日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
23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 23日㈬ 13:30～16:30
ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ

（八日市浜野町）
※受付は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
　による無料相
　談

９日㈬ ９:00～12:00
五個荘支所　１階第３会議室
蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室

10日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
16日㈬ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
18日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
21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
11日㈮ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562417日㈭ 14:00～17:00

介護者の悩み相談
（ミモリの会） ９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。
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東近江市地域自主防災組織
育成研修会　参加者

～我が家、我がまちの耐震化のススメ～
講演①：阪神淡路大震災の体験談
講師：荻野恵三さん・荻野君子さん
　　　（人と防災未来センター・語り部）
講演②：住まいと地域の地震対策「グ
　　　　ラッっとくる前に対策を」
講師：滋賀県土木交通部建築指導室職員

１月27日㈰14:00～15:50
あかね文化ホール
各自治会、各種団体な

どでとりまとめていただき、
１月17日㈭までに電話、ま
たはFAXでお申し込みくだ
さい。

生活安全対策課
　☎0748-24-5617　 0505-801-5617
　FAX0748-24-0752

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ています。協力
会員・両方会員を養成する講座を開催し
ます。（全２日間受講）
※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

２月４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

２月５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。

蒲生コミュニティセンター
印鑑、筆記用具　
１月28日㈪まで

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

お節介おじさんおばさんの
婚活応援セミナー　参加者

　バレンタイン企画としてスイーツ作りを
します。

２月10日㈰ 13:00 から
蒲生コミュニティセンター
エプロン、三角巾　
1,000円
真剣に結婚を考える

　男女各12人
　（申し込み先着順）

応援塾（蒲生地区まちづくり協議会）
　☎090-1917-6512（担当：森田）

食品衛生講習会＆
魚のさばき方教室 参加者

　食品衛生について学び（30分）、その
後「鯛」をさばきます（２時間）。

１月26日㈯ 13:00～15:30
蒲生コミュニティセンター
20歳以上
14人（初めての人優先）
１月７日㈪～１月11日㈮（水曜日は除く）

　 電話にて受付（９:00～15:00 ）
1,000円（材料代、当日徴収）
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

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

◆食育について学ぼう

いずれも10:00～11:30　
各会場50組程度（申し込み先着順）
１月４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

  近江商人博物館   ☎0748-48-7101　
　　　　　　　　　            0505-802-3134

新春企画展「新春を寿ぐ屏風絵展」
　新春の商家の座敷を飾った屏風を展示し
ます。商売繁盛、家業隆盛を願う商家の調
度として、大切にされた屏風をご覧ください。

１月６日㈰～１月20日㈰
200円（小中学生100円）

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

新春特別企画「巳の干支凧とお正月遊び」
　干支の巳が描かれた全
国の凧約50点を展 示しま
す。かるた、福笑い、すご
ろくなどお正月遊びが体験
できるコーナーもあります。
また、先着150人にはミニ

飾り干支凧（巳）をプレゼントします。
１月３日㈭～21日㈪
300円（小中学生150円）

新春凧揚げ大会
　新成人を祝う20畳敷大凧も揚がります。
　　（13:15ごろ）
　当日は、①凧持参の小学生以下の参
加者にサイコロの出た目の数のみかんを
プレゼント、②豚汁のサービス（先着
200人）があります。

１月13日㈰11:30～14:00
聖徳中学校グラウンド　 凧

鬼の凧展
　鬼が描かれた全国各地の凧を展示。
期間中、先着300人に「鬼の面」をプレ
ゼント。２月２日㈯から先着100人に「福
豆」をプレゼントします。

１月24日㈭～２月25日㈪
300円（小中学生150円）

鬼の絵を描いた凧作り教室
２月３日㈰９:30～12:00
３歳以上（小学生以下は保護者同伴）
25人（申し込み先着順）
１人500円

 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
１月16日㈬10:00～11:30　
500円

開催日 開催場所

１月18日㈮ 蒲生コミュニティセンター

１月23日㈬ 中野コミュニティセンター

１月24日㈭ ぷらざ三方よし

１月25日㈮ 湖東コミュニティセンター 別館

１月30日㈬ やわらぎホール
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ーナーコ報情

滋賀県特定（産業別）最低賃金の改定

　平成24年12月28日から「滋賀県特定（産
業別）最低賃金」が改定されています。

◆滋賀県最低賃金　時間額　716円
　（平成24年10月６日発効）

東近江労働基準監督署
　☎0748-22-0394

湖東・湖北地域障害者就職面接会

参加予定事業所：約15社
１月25日㈮ 13:00～15:30
ビバシティホール（彦根市）
求職中の障がい者
ハローワーク東近江 ☎0748-22-1020

福祉の職場総合就職フェア

　滋賀県内で職員採用予定のある福祉
施設（約90事業所）が一堂に会します。
①福祉の職場就職セミナー
　（11:30～13:00）
②福祉の職場説明会
　（13:00～16:00）

２月４日㈪ 11:30～16:00
大津プリンスホテル（大津市）
滋賀県社会福祉協議会

　☎077-567-3925

林業従事者の退職金

　林業退職金共済制度に加入していた
にもかかわらず、退職金をまだ受け取っ
ていない人に、退職金請求などの手続
きを行うよう勧奨しています。自身が林
業退職金共済制度に加入していたかど
うかもお調べします。

勤労者退職金共済機構
　林業退職金共済事業本部
　☎03-6731-2887

冬の外来魚駆除釣り大会

　釣った外来魚を琵琶湖に戻さないと
いう「琵琶湖ルール」を広めるための大
会です。大会で釣り上げた魚は回収し、
野菜の肥料にします。

１月26日㈯ 10:00～13:00（荒天中止）
彦根旧港湾　

受付 : 県立彦根総合運動場駐車場
　　　（松原橋歩道橋付近）

100円（えさ代）
※事前申し込み不要
◆釣り竿をお持ちでない人には、無償で
貸し出します（仕掛け付き）。釣り上げに
協力いただいた先着200人に水草堆肥で
育った焼き芋をプレゼント。

滋賀県琵琶湖レジャー対策室
　☎077-528-3485　FAX077-528-4847

子育て支援拠点
「つどいの広場」運営団体

　子育て中の親子が気軽に集い交流す
る場、および児童の健全育成の場であ
る地域子育て支援事業「つどいの広場」
を運営する団体を募集しています。
※募集要項は市のホームページを参照

１月４日㈮～11日㈮ 17:00まで（必着）
こども家庭課　

　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

いきいき健康教室　参加者

　「食べること」「体を動かすこと」は元
気のみなもとです。いきいきとした毎日
を送るための健康教室を開催します。
内容：①口腔ケア「お口の健康教室」
　　　②笑って健康、ラフターヨガ
　　  ③足腰鍛えてはつらつ元気

日　時 会場・内容

１月21日㈪
９:30から 八日市保健センター①・②

１月22日㈫
13:30から 能登川保健センター①・③

１月25日㈮
13:30から

湖東コミュニティセンター
別館①・②

１月29日㈫
９:30から

蒲生いきがい活動支援セ
ンターせせらぎ①・②

ぷらざ三方よし①・③

タオル、飲料水など。運動のできる
服装でお越しください。

いきいき支援課
　☎0748-24-5641　 0505-801-5641

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者

協会ボウリング大会　
３月２日㈯　 １月28日㈪まで
大津ボウル（大津市）
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
　または各支所市民福祉グループ

　観光協会では、各種イベントや観光キャンペーンな
どに参加し、市のイメージアップと観光客誘致のため
に活躍していただく「2013東近江市レインボー大使｣
を募集します。応募者には記念品を進呈します。
◎募集期間　１月25日㈮まで（必着）　 ２人（２月上旬の面接で選考）

県内に在住・在勤・在学している18歳以上の明朗・活発・健康な人。かつ、
　趣旨を理解し各種行事に年間を通して参加できる人。（性別不問。年齢は平
　成25年４月１日現在、高校生不可）

観光協会に設置の応募用紙に写真を添えて、応募してください。（郵送可）
　※電話で請求いただければ応募用紙を郵送します
★特典＝採用者には10万円進呈

市観光協会　☎0748-48-2100　 0505-801-6678

2013東近江市募 集

特定産業別 時間額

新繊維工業 742円

窯業・土石製品製造業 827円

鉄鋼業 775円

一般機械器具製造業 828円

精密・電気機械器具製造業 810円

自動車・同附属品製造業 830円

各種商品小売業 757円

レインボ 大使ー
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人権尊重をめざす
東近江市女性のつどい

①講演：子どもの人権・親の人権
　講師：大谷 眞砂子さん（じんけん楽習塾）
②ギターとよし笛を使ってのコンサート
　演奏：「ほっとらいん」のみなさん

１月26日㈯ 13:30から
あかね文化ホール

※託児が必要な場合は１
月11日㈮までにご連絡くだ
さい。

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

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）

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

地域で考えよう、子どもたちの未来
～ブラジル文化とふれあうワークショップ～

　市内には多くのブラジル出身者が住ん
でいます。ブラジル出身の子どもたちの
教育を地域のみんなで考えましょう。
　ブラジルの音楽や文化も楽しみなが
ら交流します。
内容：①七ノ江ルイスさん（市内在住の
　　　　ブラジル出身者）のお話
　　　②小島祥美さん（愛知淑徳大学
　　　　准教授）のお話・意見交換
　　　③交流会

１月26日㈯13:00～16:15
風物時代館太子ホール（八日市町）
１月25日㈮まで

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

介護予防生活機能評価

　生活機能評価は、介護保険の要介
護・要支援認定を受けていない65歳以
上の人を対象に、生活の状態を確認し、
介護予防につなげるために実施します。
　１月上旬に、対象者に基本チェックリ
ストを郵送しますので、１月31日㈭まで
にチェックリストの項目に回答後、同封
の返信用封筒でいきいき支援課まで返
送してください。
　介護予防の必要性が高いと思われる
人には、検査や介護予防教室の案内を
します。

いきいき支援課
　☎0748-24-5641　 0505-801-5641

市民ギャラリー

◆広報が撮る　東近江市の素顔
１月９日㈬まで

◆大東亜戦争の遺品展
１月25日㈮まで

◆延命荘　水墨画教室展
１月11日㈮～25日㈮

◆德永信子・祥子、大橋嘉江　
　アート三人展
◆木彫り同好会作品展

１月29日㈫～２月12日㈫
市役所　１階ロビー
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

公的機関を名乗る
不審な電話にご注意ください

　滋賀県内で、後期高齢者医療の被保
険者宅などに不審な電話があったとの
情報が寄せられています。日頃から次の
ことを心がけ、詐欺などの被害に遭わな
いようにしましょう。
不審な電話や訪問者があっても、
・被保険者証やキャッシュカードを渡
　さない。
・生年月日、口座番号、電話番号など
　の個人情報を教えない。
・やりとりする前に、必ず相手の身分を
　確認する。
◆市役所などの公的機関が、電話でＡ
ＴＭ（現金自動預払機）の操作を指示
することは絶対にありません。「おかし
いな。」と思われる場合は、ひとりで判
断されずに警察か市役所保険年金課へ
ご連絡ください。

保険年金課
　☎0748-24-5632　 0505-801-5632

男女共同参画推進のための
県民参加のシンポジウム

①基調講演：「男女共同参画は、日本の希望」
　講師：山田昌弘さん（中央大学教授）
②医療分野における男女共同参画に関
　するパネルディスカッション

２月３日㈰ 13:00～16:30
ホテルボストンプラザ草津（草津市）
県内在住、在学、在勤の人
150人（当日先着順、申し込み不要）

※託児希望の場合、事前にご連絡ください。
滋賀医科大学男女共同参画推進室

　☎077-548-3599

看護職員就職フェアinしが

　滋賀県内の病院、訪問看護ステーシ
ョン、福祉施設などが設けるブースで個
別に就職の面接が受けられます。

１月23日㈬ 13:30～16:00
クサツエストピアホテル（草津市）
保健師、助産師、看護師、准看護師

の資格を持つ人、平成24年度卒業見込
みで就職が未内定の看護学生の人

滋賀県ナースセンター
　☎077-564-9494

　４月以降の本市の入札に参加する
場合は、資格申請が必要です。
◆業種＝①建設工事②測量・建設コ
ンサルタントなど③物品および役務

１月23日㈬～２月４日㈪　
　９:00～11:30、13:00～16:00
　（土・日曜日は除く）

市役所別館　２階中ホール
申請の要領および書類は、契約

検査課で配布しています。市ホーム
ページからもダウンロードできます。

契約検査課
　☎ 0748-24-5614
　 0505-801-5614

平成25年度 入札参加
資格審査申請の受付

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㈰
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