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区分 日時・場所
おひざでだっこの
おはなしかい　　

＊絵本の読み語り、
　手遊びなど

赤ちゃんと
保護者向け

９日㈬・26日㈯ 11:00～11:30　 ９日㈬ 10:30～11:00
10日㈭ 10:30～11:00　 ５日㈯ 10:30～11:00
９日㈬ 11:00～11:20　 10日㈭ 10:30～11:00　 18日㈮ 10:30～10:50

おはなし会
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
12日㈯・26日㈯ 10:30～11:00　
19日㈯・26日㈯ 15:30～16:00
５日㈯・19日㈯・26日㈯・２月２日㈯ 14:30～15:00　
５日㈯・12日㈯・26日㈯ 11:00～11:30

かみしばい 12日㈯ 15:30～16:00　 12日㈯ 14:30～15:00　

えいが会

こども向け
５日㈯ 14:00から「アイスエイジ」（82分）

27日㈰ 14:00から「ルパン三世 /ルパンVS複製人間クローン」（102分）

おとな向け

19日㈯ 13:30から「放浪記」（124分）
12日㈯ 14:00から「エノケンの弥次喜多」（75分）
12日㈯ 14:00から「男はつらいよ　柴又慕情」（107分）
13日㈰ 14:00から「海の上のピアニスト」（125分）

企画展示など そのほか 放送大学地域巡回教育講座「若者の職業選択を理解する」　12日㈯13:30から
　　講師：若松養亮さん（滋賀大学教授） 40人（申し込み先着順） 市内在住の人

１月の

図書館

『木のいのち　木のこころ』
西岡 常一 著（草思社）

　法隆寺などの解体・修復を指揮した宮
大工棟梁、西岡常一さん。現在まで残る
建物を作った飛鳥時代の
職人への畏

い け い

敬と、優れた
建築を後世に残すための
妥協のない仕事ぶりから
人を育てるということは
どういうことかひしひし
と伝わってきます。

今月の一冊

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝定員　 ＝対象　
　　　　　 　 　 ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝IP電話※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。

永源寺図書館
☎0748-27-8050

0505-801-8050

八日市図書館
☎0748-24-1515

0505-801-1515

五個荘図書館
☎0748-48-2030

0505-801-2030

湖東図書館
☎0749-45-2300

0505-801-2300

蒲生図書館
☎0748-55-5701

0505-802-8342

能登川図書館
☎0748-42-7007

0505-801-7007

愛東図書館
☎0749-46-2266

0505-801-2266

＊各図書館を記号で
　表示しています。

せら知おの療診科歯日休の月１

診療時間　９：30～17：00
滋賀県歯科医師会湖東支部

　☎0748-48-7370

１日㈷
織田歯科医院
  （山上町）
☎ 0748-27-0029

２日㈬
マキノ歯科医院
 （中野町）
☎ 0748-24-5300

14日㈷
加藤歯科医院
 （五個荘竜田町）
☎ 0748-48-2625

３日㈭
マナベ歯科医院
 （近江八幡市）
☎ 0748-46-6480

にご協力ください

健康推進課　☎ 0748-24-5646　
　　　　　　  0505-801-5646

血

日時 　　  ９:30～12:00
　　　13:00～15:30

場所  市役所本庁舎

２月11日㈷ 13:00～16:00　 湖東コミュニティセンター 別館
・布施知子さん講演会「おりがみのびっくり」（13:00から）
　 80人（申し込みが必要）※託児があります。詳しくは下記へお問い合わせください。

・おはなしフェスティバル（14:45から）
　・布施知子の部屋＜おりがみワークショップ＞　 50人（申し込みが必要）　
　・学校図書館の部屋・おはなし会の部屋・えほんの広場

ルピナスさんの会（湖東図書館内）☎ 0749-45-2300　 0505-801-2300

■１月の全血献血（200ml・400ml）
　

～子どもの本の力を
　       考えるフォーラム～

さあ、遊ぼ！大人も子どももみんなよっといで

８日㈫

献

※直接会場にお越しください。

参加
無料
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人口：117,031人（＋22）／男：58,007人（＋40）／女：59,024人（－18）／世帯数：41,511世帯（＋56）＊（  ）内は前月比人口（平成24年12月１日）

0120-001-694
あい湖司法書士事務所

相談無料 分割払可能 秘密厳守 大津市京町３丁目３番１号 
　 　 　 　 A&M・OTSUビル２F
TEL　077-527-0023
土・日・祝・夜間も相談可※要予約

（予約受付時間：平日９:00～17:30）

　司法書士 飛
ひ

渡
ど

あい子

JR大津駅
徒歩３分通話

無料

有

料

広

告

欄

告
欄

広

　

◆１月10日は110番の日
　滋賀県内での110番通報は、すべて大津市にある
滋賀県警察本部通信指令課へつながります。また、
県境付近で通報すると電波を受信した基地局によっ
て、隣接する府県の警察につながることもあります。
このような場合でも、隣接する警察から滋賀県警察
本部へ転送できるようになっていますので、安心して
通報してください。

◆警察からのお願い
　事件事故の早期検挙や解決に結びつけるため、
110番をした人は、危険がない限り警察官が到着す
るまで現場に留まり、到着した警察官に説明をお願
いします。
　また、110番通報は緊急通報用の電話ですので、警
察に対する意見要望、問い合わせ、各種相談につい
ては「東近江警察署」、または「県民の声110番」まで
お願いします。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110
県民の声110番　☎ 077-525-0110（♯9110）

　（月～金曜日　8:30～17:15 ＜祝日、年末年始除く＞）

東近江警察署からのお知らせ

ー地域の安全・安心のためにー

サラ金・クレジット・過払い請求

 借金 の お 悩 み
               解決します
返しても返しても少しも減らない借金
誰にも相談できずに悩んでいませんか？
勇気を出してご相談ください。

　夜間の厳しい冷え込みにより、水道管が凍結し、破
裂する恐れがあります。水道管がむき出しの部分や、
屋外で寒気に直接触れる場所はご注意ください。

●凍結を防ぐには
　水道管に布やタオルを巻き、ビニールでぬれないよ
う保護します。
●もし、凍結したら
　水道管に布やタオルを巻き、ゆっくりとぬるま湯をか
けて溶かします。
●もし、破裂したら
　メーターボックス内の止水栓を閉め、指定の給水装
置工事事業者に修理を依頼してください。

東近江市水道事業所
　☎ 0748-22-2061　 0505-801-2061

愛知郡水道事業所（愛東・湖東地区）
　☎ 0749-46-0168　 0505-801-0900

水 道 管 の凍結にご注意を！

　このほど、愛東地区自
治会連合会は、さらなる
コミュニティ活動を推進す
るために宝くじの助成を
活用し、イベント用テント
18張を整備しました。

　永源寺地区まちづくり
協議会では、屋外用音響
設備（アンプ、マイク、スピー
カーなど）を整備しました。

宝くじ助成金で
     備品を整備

総務課　
　☎ 0748-24-5600　
　 0505-801-5600

　三輪良平画伯の作品を受納

　日本画家の故三輪良平さんの７作品を、11月23日、
ご長男である三輪淳さんより東近江市へ寄贈していた
だきました。三輪淳さんは、「父は五個荘の古い街並み
を大変気に入っていました。東近江市の芸術文化のさ
らなる高揚に役立ててい
ただければ」と話してく
ださいました。なお、こ
れらの作品は12月16日ま
で開かれていた秋季企画
展「三輪良平回顧展」で
展示されました。

近江商人博物館　☎ 0748-48-7101　 0505-802-3134

▲作品を寄贈する三輪淳さん
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