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

鬼の凧展
　２月２日㈯から先着100人に「福豆」
をプレゼントします。

２月25日㈪まで
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

ひな人形の凧展
　ひな祭りにちな
み、 男

お び な

雛、 女
め び な

雛、
三 人 官 女、 五 人
囃
ば や し

子が描かれた凧
を展示。

２月28日㈭～３月25日㈪
300円（小中学生150円）

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　
２月６日㈬、13日㈬10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
２月７日㈭、21日㈭10:00～11:30
300円

音楽の散歩道　　
　ピアノ：灰谷操さん

２月14日㈭10:00～11:45　 400円
親子で楽しくリトミック

２月27日㈬10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者　 １組300円

  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～
２月17日㈰まで

春を染めよう
　身近な植物を使って
染色をします。

３月23日㈯
　13:30～15:30

15人
　（申し込み先着順）

材料費実費

 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
２月20日㈬10:00～11:30　 500円

  八日市文化芸術会館  ☎0748-23-6862
　　　　　　　　　               0505-801-6862

収納アドバイス講座～引き出し・押入れ編
　自分流の収納術をアドバイス！

２月22日㈮ 10:00～11:30
20人（申し込み先着順）
筆記用具

 てんびんの里文化学習センタ ー ☎0748-48-7100    
                                     0505-801-7100

おうみ狂言図鑑2013
　近江にまつわる新作狂言「続・鮒

ふな

ずし
の 憂うつ」と、
古典「 蝸

か ぎ ゅ う

牛 」、
「水

みずかけむこ

掛聟」を大
蔵流茂山狂言
会が演じます。

３月10日㈰ 14:00開演（13:30開場）
一般2,000円（18歳以下1,000円）

　※全席指定

市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616２ 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

12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）２月５日㈫８:30から

19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）２月12日㈫８:30から

26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）２月19日㈫８:30から

登記・相続相談 15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

５日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
７日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　３階303号室
14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３
19日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
20日㈬ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
22日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１A 会議室
27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

12日㈫ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室

13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

14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
15日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

20日㈬
13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
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
８日㈮、22日㈮ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-562414日㈭ 14:00～17:00

介護者の悩み相談
（ミモリの会） 13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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男女共同参画をテーマにした絵手紙

　男女がともに支えあう社会を表現した
絵手紙を募集します。仕事と生活のバラ
ンスのとれた働き方ができる社会をめざ
し、働く人や働く人を支える家族からの
メッセージを絵手紙にして、「ありがとう」
の気持ちを伝えてみませんか。
　応募いただいた作品は、「男女共同参
画週間（６月23日～29日）」の期間中に開
催するフォーラムの会場や市役所ロビー
で展示します。※作品は返却しません。
◆部門：子どもの部（中学生以下）
　　　　一般の部
◆表彰：各部門ごとに最優秀賞１点、優
　　　　秀賞２点、入選３点
◆作品規程
　・絵と文字が入った絵手紙（イラスト）
　・画材は自由
　・大きさは 14.8cm×10cm（郵便はが
　　きと同じサイズ）
　・応募者が創作した未発表のもの
　・複写していないもの
◆応募点数：１人１点
◆応募方法：郵送または持参

市内在住、在勤、在学の人
３月31日㈰まで（郵便は当日消印有効）

男女共同参画課
　〒527-8527 東近江市八日市緑町10番５号
　☎0748-24-5624　 0505-801-5624

きもの簡単着付け講座 参加者

講師：廣瀬絹子さん（京都着物コンサル
　　　タント協会認定）

２月23日㈯、３月２日㈯、９日㈯、16日㈯
　の４回講座　10:00～12:00

能登川コミュニティセンター
15人（申し込み先

　着順）
2,000円
あわせの着物、

　帯、長じゅばん
　など
主催：八日市文化芸術会館

能登川コミュニティセンター
　☎0748-42-3200　 0505-801-3200

自衛官等採用試験

項目・対象 一次試験

① 一般幹部候補生
・20歳以上26歳未満
※ 22歳未満の人は大卒
　（見込含）

５月11日㈯
飛行要員は
５月12日㈰

②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

４月12日㈮
から15日㈪
のうち１日

①は４月26日㈮まで、②は４月３日㈬
　までに願書を提出してください。
　※詳細はお問い合わせください。

自衛隊近江八幡地域事務所
　☎0748-33-2103

のびのび親子教室
～赤ちゃんといっしょ～

　自我の芽生える時期の子どもが、や
りたいことを十分にできる安全な生活
環境などを考えてみませんか。（全４回）
内容：①運動機能の発達について
　　　②生活リズムと事故防止について
　　　③離乳食について
　　　④教室に参加して感じたこと
◆開催場所と開催日（いずれも10:00～11:30）
◇ウェルネス八日市
　３月１日㈮、８日㈮、15日㈮、22日㈮
◇湖東保健センター・能登川保健センター
　３月７日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭
◇蒲生支所
　３月７日㈭、14日㈭、19日㈫、28日㈭

７か月から１歳までの親子
各10組（申し込み先着順）
２月７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

年金事務所・一日年金相談（予約制）

２月21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）

ガールスカウト団員

◆活動内容：キャンプ、野外料理、ボラ
　ンティア活動など、月２回程度。

４月から年長児、小中学生、高校生
　になる女子。指導者として協力いただ
　ける18歳以上の人
見学会

２月10日㈰、24日㈰、３月17日㈰
　いずれも９:30から

八日市コミュニティセンター
※なるべく事前にお申し込みください。

ガールスカウト滋賀第19団
　☎･FAX0748-22-1354（上坂）

東近江大凧まつり募 集

　東近江大凧まつり実行委員会では、５月26日㈰に開催する「2013年東近江大
凧まつり」で大凧揚げの成功を祈念し、まつりを盛り上げていただく「風の女神」
を募集します。応募者には記念品を進呈します。
◎募集期間　３月１日㈮まで（必着）

２人（３月10日㈰の面接で選考）
大凧に関心があり、東近江大凧まつりや関連事業

　に参加できる18歳以上の健康で明朗な女性
　（年齢は平成25年４月１日現在、高校生不可）

観光物産課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。市ホームページからもダウンロードできます。
★特典＝採用者には記念品、賞金２万円進呈

大凧まつり実行委員会事務局（観光物産課内）
　☎0748-24-5662　 0505-801-5662

▲レインボー大使も加わった
　４人が、風の女神として活
　躍します。

風の女神風の女神
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ーナーコ報情

市立学校体育館などの利用登録

　本年４月から、市内の小中学校の体育
館、グラウンド、武道場などの使用を希
望される団体は、利用団体登録書を提出
してください。あわせて３月に各地区で
開催する講習会への参加が必要です。

３月１日㈮まで
※詳しくはお問い合わせください。

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 0505-801-5674

環境講演会

「食べることは命を紡ぐこと～野菜ソムリ
エとして農業をする中で感じること～」
講師：㈱晴れやかファーム
　　　野菜ソムリエ　森玲子さん

２月26日㈫13:30
　から（13:00受付）

市役所別館２階
　大ホール

80人（申し込み先着順）
生活環境課

　☎0748-24-5633　 0505-801-5633

不妊に悩む人への支援

　体外受精および顕微授精（特定不妊
治療）を受けられたご夫婦に、治療費
の一部を助成します。
◆対象者（次のすべてに該当する人）
◇申請時に夫婦のいずれかが市内に在
　住していること。
◇市税を完納していること。
◇「滋賀県不妊に悩む方への特定治療
　支援事業」の助成を受けていること。
◆助成金額と期間
◇治療費のうち、県から助成（15万円）
　を受けた不足分を助成します。
◇１回の治療につき５万円を限度とし、
１年度目は３回まで、２年度目以降は２
回を限度に通算５年間（通算10回まで）

健康推進課　
　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

★不妊に関する相談窓口
　不妊専門相談センター
　（滋賀医科大学附属病院 母子・女性
　　診療科外来内）　
　　☎077-548-9083
　　（月～金曜日９:00～16:00）

津波警報が変わります

　気象庁では、平成25年３月７日から新
たな津波警報の運用を開始します。
　巨大地震が発生し、東日本大震災級
の津波を予想した場合、津波の高さを

「巨大」という表現で発表します。海岸
付近に出かけている時に、「巨大」とい
う言葉を見聞きした時は、ただちによ
り高い場所に避難してください。
　また、震源が陸地に近いと津波警報
が津波の襲来に間に合わないことがあり
ます。強い揺れや長くゆっくりした揺れ
を感じたら、すぐに安全な場所へ避難し
てください。
※津波警報の詳細は、気象庁のホーム
ページをご覧ください。

生活安全対策課
　☎0748-24-5617　 0505-801-5617

教育研究所研究発表大会・講演会

研究報告①
　「デジタル版社会科郷土学習資料の作成
について」　八日市南小学校 小森秀章教諭
研究報告②
　「ICTを活用した地域協働学習のあり方」
　東近江市教育研究所 向角典倫研究員
教育講演会　
　「私の教師論」
　講師：東京聖栄大学 岡田弘教授

２月13日㈬14:00～16:50（13:30受付）
八日市文化芸術会館
東近江市教育研究所

　☎0749-45-3738　 0505-802-3274

児童手当の支給日

◆２月８日㈮は児童手当の支給日です。
　金融機関によって振り込みの時間帯
が異なります。
　中学校修了前のお子さんを養育し、受
給資格のある人で、申請をお忘れの人は
至急手続きをしてください。現在受給中
の人も第２子以降の出生には増額の申
請が必要です。
　申請が遅れると支給開始月が遅れま
す。出生・転入の届けにあわせて忘れず
に手続きを行ってください。

こども家庭課
　☎0748-24-5643　 0505-801-5643

家畜を飼育されているみなさんへ

　家畜伝染病予防法が平成23年10月に
改正され、家畜の
飼養規模に関わら
ず、所有者、管理
者には定 期報 告
が義務づけられま
した。
◆対象家畜と提出期限
①牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、
　いのしし　
　提出期限：２月28日㈭まで
②鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、
　七面鳥、だちょう
　提出期限：４月30日㈫まで
◇対象家畜を１頭（羽）以上飼養してい
　る人は、毎年２月１日時点の報告書の
　提出が必要です。飼養規模・種類に
　よって提出する書類が異なります。
◇小規模所有者、管理者は、農林水産
　課に、中大規模および大規模所有者、
　管理者は、県家畜保健衛生所に提出
　してください。
※詳しくは、市ホームページをご覧くだ
さい。

農林水産課　☎0748-24-5660
　 0505-801-5660　FAX0748-24-0752

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

◆手作りおもちゃを作ってあそぼう

開催日 開催場所

２月19日㈫
蒲生コミュニティセンター

湖東コミュニティセンター 別館

２月22日㈮
南部コミュニティセンター

やわらぎホール

２月26日㈫ ぷらざ三方よし

いずれも10:00～11:30
平成22年４月２日から平成24年９月ま

　でに生まれたお子さん
各会場50組程度（申し込み先着順）

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
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医療費助成の申請はお済みですか

　４月に小学１年生となられるお子さん
は、「子ども医療費助成」の事前申請が
必要です。対象者には、申請書を郵送
していますので、２月15日㈮までに提出
をお願いします。
※申請書が届いていない人は、保険年
金課までご連絡ください。ただし、ほ
かの医療費助成などを受けている人に
は郵送していません。
◆ 子ども医療費助成

対　象 小学１～３年生

自己負担

外来 原則１医療機関あた
り、月額500円

入院
日額1,000円
※月額自己負担額
14,000円まで

所得制限 なし

助成方法
受給券（藤色）を３月に郵送
します。医療機関で保険証
と一緒に提示してください。

保険年金課
　☎0748-24-5631　 0505-801-5631

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）

２月
　２日㈯・３日㈰・９日㈯・10日㈰
　11日㈷･16日㈯･17日㈰･23日㈯
　24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

宝くじ助成金で自治ハウスを整備

　神郷自治会では、宝くじの助成金を
活用し、自治ハウス（神郷公民館）を建
設しました。

総務課
　☎0748-24-5600　 0505-801-5600

重い障がいがある人への手当制度

◆特別障害者手当（月額26,260円）
20歳以上の在宅の重度障がい者で、

　常時特別の介護が必要な状態の人
　（おおむね障害基礎年金の１級程度の
　障がいが２つ以上重複しているのと
　同程度の障がいがある人）
※施設入所者や入院中の場合を除く。
◆障害児福祉手当（月額14,280円）

20歳未満の在宅の重度障がい児で、
　日常生活が著しく制限され、介護が
　必要な状態の人（おおむね、療育手
　帳が最重度、または、身体障害者手
　帳１級あるいは２級の一部の人）
※施設入所中の場合を除く。
◎申請の際は、次のことにご注意ください。
◇診断書などによる障がい程度の確認が
　必要です。
◇いずれの手当も、本人または配偶者、
　扶養義務者の所得や公的年金受給に
　よる制限があります。
◇支給月額は改定になることがあります。

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

市民ギャラリー

◆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

２月12日㈫まで
◆げんき工房水彩画教室展
◆折り紙展

２月14日㈭～27日㈬
市役所　１階ロビー

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

聴覚障がい者と
民生委員児童委員の交流会

　災害時などの備えや地域のつながりを
目的とした交流
会です。聴覚障
がい者の体験談、
軽スポーツで交
流を深めます。
※手話通訳あり。要約筆記が必要な人
は、申し込み時にお伝えください。

３月18日㈪ 10:30～15:00
能登川コミュニティセンター
市内在住で、聴覚に障がいのある人
500円（昼食代）
３月11日㈪まで

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

東近江市視覚障がい者の集い

　日常生活に役立つ福祉制度や日ごろ
の悩みなどを、情報交換します。

３月15日㈮ 13:30～16:30
ショッピングプラザアピア４階研修室A

　（八日市浜野町）
市内在住で、視覚に障がいのある人、

　家族、介助者、支援者
滋賀県立視覚障害者センター

　☎0749-22-7901

保険料の納付は口座振替で

　国民健康保険料・介護保険料・後期
高齢者医療保険料の納
付は、便利で安心な口座
振替をご利用ください。
・うっかり納め忘れること
　がありません。
・金融機関などへ納付に行く手間が省
　けます。
・翌年度以降も自動的に継続されます。

保険年金課または各支所、市内各金
　融機関
※預金通帳と届出印をお持ちいただく
と、その場で手続きができます。振替
の開始は、申し込みされた日の翌月から
となります。

保険年金課
　☎0748-24-5632　 0505-801-5632

◆応募資格：市内に在住、または市
　内で活動している個人および団体
◆展示期間：平成25年４月から平成
　26年３月までの間、約半月間
◆応募方法：市役所、コミュニティ
　センター、図書館に設置の申請書
　でお申し込みください。申請書は
　市ホームページからもダウンロー
　ドできます。
◆応募期間：２月12日㈫～28日㈭

市民ギャラリー出展者募集
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