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

～みんな来い！来い！～「鯉の凧展」
５月６日㈪まで
300円（小中学生150円）

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

地球一周×３　紋
も ん き

切りの旅
　荒井庸子さんが出会っ
た世界の生活文化や人び
との様子を、紙細工の紋
切り作品と写真で紹介し
ます。

５月１日㈬～６月９日㈰
メダカ探検隊
　メダカなど水の中の生き物を探します。

５月11日㈯13:30から
30人（申し込み先着順）

紋切り体験
　紙とはさみで作る不思議な世界に挑
戦してみませんか。

５月19日㈰13:30～16:00
100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
５月１日㈬・15日㈬10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操　
５月２日㈭・16日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
　コーラス：スマイルさん

５月９日㈭10:00～11:45　
500円

あかね人形劇まつり
　プロの人形劇・大道芸のほか、各種
模擬店も出展します。全館が人形劇まつ
り一色に染まります。

５月19日㈰10:00～15:30
前売：1,000円（３人１組2,500円）

　当日：1,200円（３人１組3,000円）
親子で楽しくリトミック

５月22日㈬ 10:00～11:00
３歳までの幼児と保護者
１組300円

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

春季企画展
「こころのふる里を描く・中路融人展」

６月23日㈰まで
※５月28日㈫は展示替えのため、臨時休館

200円（小中学生100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
５月８日㈬ 10:00～11:30　 500円

ウォーキングエクササイズ
５月15日㈬・29日㈬10:00～11:10　
500円

の市民相談５ 月 市民生活相談課　　☎ 0748-24-5616（直通）
  　　　　　　　　　 0505-801-5616

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
　相談
  １人30分まで
◆年度内１回、
　利用可能

15日㈬ 13:00～15:30 能登川支所　２階小会議室
※電話予約受付（先着５人）５月８日㈬８:30から

21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）５月14日㈫８:30から

28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）５月21日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士によ
　る相談

17日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談課

行政相談
※行政相談委員
　による相談

７日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
９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
22日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

行政なんでも
相談所 29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
　による相談

８日㈬
９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室
９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

９日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
17日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

21日㈫
13:00～16:00 市役所　２階２Ｃ会議室
13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室

人権擁護委員
の日

特設人権相談

６月３日㈪
９:00～12:00

永源寺地域産業振興会館　１階相談室
五個荘支所　１階相談室
愛東支所　会議室２
能登川保健センター　１階相談室
蒲生支所　２階201会議室

13:00～16:00 市役所　２階２Ｃ会議室
６月４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 10日㈮、24日㈮
30日㈭ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎0748-24-5624
介護者の悩み相談
（ミモリの会） ８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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ライフロング事業  講座受講生

　ライフロング事業とは、八日市文化芸
術会館（主催）を拠点に、市内の施設で
生涯学習の輪を広げる活動です。
男性のヨガ入門

５月９日㈭14:00～15:15
八日市文化芸術会館
500円

収納アドバイス講座
５月24日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館
20人程度

心もからだもゆるやか～ゆる文字講座
６月６日㈭10:00～12:00（第１回）
湖東コミュニティセンター
5,000円（全３回分、材料費別途）
10人程度

手抜きでつくろう男の家庭料理
６月８日㈯13:30～16:30
湖東コミュニティセンター
1,500円（材料費含む）
12人

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

東近江市民体育大会  参加者

◆陸上　
６月９日㈰
布引グリーンスタジアム
５月24日㈮まで 

◆少林寺拳法　
６月９日㈰
蒲生体育館
５月31日㈮まで

◆テニス　
６月９日㈰
ひばり公園テニスコート
５月31日㈮まで　

◆柔道　
６月16日㈰
布引運動公園体育館
５月27日㈪まで 

※参加資格など、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

のびのび親子教室
～赤ちゃんといっしょ～

　お母さん同士や保育士と一緒に、子
どもの気持ち・発達を理解して、子育
てが楽しくなるような子どもとの関わり
方を見つけます。毎回、お母さん・お
友達同士の話し合いや楽しい遊び、親
子でできるふれあい遊びもあります。（全
４回）
内容：①遊びと心の発達
　　　②運動機能の発達と事故防止　
　　　③生活リズムと離乳食
　　　④子どもの成長
◆場所と開催日（いずれも10:00～11:30）
◇八日市保健センター、蒲生支所
　６月４日㈫、11日㈫、18日㈫、25日㈫
◇湖東保健センター
　６月６日㈭、13日㈭、20日㈭、27日㈭
◇能登川保健センター
　６月３日㈪、10日㈪、17日㈪、24日㈪

平成24年６月～12月生まれの子とその親
各10組（申し込み先着順）
５月７日㈫から

子育て支援センター
　八日市　☎0748-22-8201
　湖東　　☎0749-45-4011
　能登川　☎0748-42-8510
　蒲生　　☎0748-55-4889

滋賀県民体育大会 東近江市予選会
　参加チーム

◆バレーボール
６月９日㈰　
五個荘体育館
市内在住者で編成された男女別９人制

（高校生以下は除く）
６月２日㈰まで

東近江バレーボール協会　奥村　
　☎ 0748-23-2376　

滋賀県障害者スポーツ大会  参加者

スペシャルスポーツカーニバル
７月６日㈯
県立長浜ドーム（長浜市）
５月29日㈬まで

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX  0748-24-1052
　または各支所

手話基礎講座  受講生

６月21日～10月25日の毎週金曜日
　18:45～20:45 全21回　
※８月16日は休講、上記日程以外に体験
学習を予定

東近江市福祉センター ハートピア
東近江市、日野町、竜王町に在住、

在勤、在学している高校生以上で、手
話入門講座修了者もしくは手話学習経
験がおおむね２年以上で手話での簡単
な日常会話ができる人。

教材などは実費　
40人程度
受講申込書に必要事項を記入し、５

月２日㈭～31日㈮の期間に（必着）障害
福祉課へ提出または郵送、ファックスで
お申し込みください。
※募集要領や受講申込書は下記へ請求
してください。

〒527-8527　東近江市八日市緑町10－5
　東近江市役所障害福祉課
　☎0748-24-5640　 0505-801-5640
　FAX  0748-24-1052

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。

（全２日間受講、子育てサポーター養成
講座と合同）
※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

６月５日㈬
９:40～15:00

・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

６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

　

※受講時の託児あります。
　（事前申し込みが必要）

ウェルネス八日市　 印鑑、筆記用具
５月31日㈮まで

ファミリー･ サポート･ センター
　☎0748-22-8202　 0505-801-1135
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「ごみゼロ大作戦」の開催

　東近江市さわやか環境づくり協議会、
美しい湖国をつくる会東近江支部、東
近江市が主催し、滋賀県が提唱する「ご
みゼロの日」（５月30日）に基づいた一
斉清掃を行います。多くのボランティア
の参加をお願いします。

６月２日㈰９:00から（雨天中止）
佐久良川市子橋周辺（蒲生地区）

※集合場所：蒲生支所駐車場
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 0505-801-5636

　陸上競技場の芝生エリアを無料開放
します。この機会に芝生で自由に遊んだ
り、ゆっくりとくつろいだり、県下初の９
レーン走路で思いっきり走ってみません
か。子ども向けの遊具も取り揃え、また
陸上器具の無料貸し出しも行います。当
日に限り芝生エリアで昼食をとることも
できますので、レジャーシートをご持参
のうえ、ぜひお弁当などを持ってお越し
ください。
※火気を使
用するバー
ベキューなど
は禁止です

５月６日㈪ 10:00～15:00
布引グリーンスタジアム　

　☎0748-20-1230　 0505-802-8801

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

内容：新聞紙であそぼう
開催日 開催場所

５月15日㈬ 蒲生コミュニティセンター

５月17日㈮ 南部コミュニティセンター

５月22日㈬ ぷらざ三方よし

５月24日㈮ 湖東コミュニティセンター別館

５月28日㈫ やわらぎホール

いずれも10:00～11:30
各会場50組（申し込み先着順）

各地区の子育て支援センター
　八日市　☎0748-22-8201
　湖東　　☎0749-45-4011
　能登川　☎0748-42-8510
　蒲生　　☎0748-55-4889

19日㈰は家族ふれあいサンデー

　毎月第３日曜日は家族ふれあいサン
デーです。高校生以下の子どもを含む
家族は「ふれあいカード」を持参すると、
ふれあいカードの裏面に記載している施
設で入館料無料などの優待が受けられ
ます。
　ふれあいカードは市役所本庁、東庁
舎、各支所、コミュニティセンター、保
健センター、図書館、各対象施設に設
置しているチラシについています。
家族ふれあいサンデー対象施設紹介①
世界凧博物館　東近江大凧会館
　日本一の大きさを誇る伝統文化「東
近江大凧」を中心に、各地の伝統凧や
郷土凧、カラフルでユニークな世界各
国の凧などを常時500点展示する家族
で楽しめる凧の博物館です。ぜひこの
機会に「ふれあいカード」を持参し、家
族でご来館ください。

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

春の「緑の募金」運動

　５月31日まで県下一斉に春の「緑の募
金」運動を展開します。この募金は、地
球温暖化防止や環境保全に大きな役割
を果たす森林・緑づくりの事業に活用さ
れます。みなさんのご協力をお願いしま
す。なお、各家庭へは、自治会長様を
通じてお願いをさせていただきます。

八日市いきものふれあいの里
　☎0748-20-5211　 0505-801-5211

名神集中工事（本市関係）

● 工事規制
名神・吹田IC ～東名・春日井IC（上下線）
　５月13日㈪０:00～５月18日㈯午前６:00
　５月20日㈪０:00～５月25日㈯午前６:00
● 夜間通行止め
名神・吹田IC ～名神・大津IC（上下線）
　５月13日㈪～５月24日㈮
　20:00～翌６:00
　※土日は規制を行いません
※集中工事 専用ホームページ（http://
www.refresh-nexco.jp) をご覧ください。

NEXCO西日本お客さまセンター
　☎ 0120-924-863

親と子のよい歯のコンクール

６月13日㈭ 14:30～16:00
湖東保健センター
平成24年度に３歳６か月児健診を受け

た、むし歯のない市内在住の幼児とその親
５月31日㈮まで

※最優秀賞の親子は、市の代表として県
のコンクールへ参加していただきます。

健康推進課
　☎0748-24-5646　 0505-801-5646

東近江市行政改革推進委員会  委員

　本市行財政改革計画の進行管理や改
革の推進に関する重要事項について審
議していただきます。委員は学識経験者
など13人以内で構成します。
任期：３年　

４月１日現在、満20歳以上で市の行
政改革に関心をもち、幅広い視野で建
設的な意見、提案をしていただける市民。

（議員や公務員は除く）
※本年度は平日７回程度の会議に出席
していただきます。

４人　 ５月27日㈪ 17:00まで
　行政改革課や各支所に設置または市
ホームページからダウンロードした応募
用紙に必要事項を記入し、市の行政改
革についての意見、提案を800字以内で
まとめた意見書（様式あり）を添えて行
政改革課へ提出、または郵送でお申し
込みください。
※応募の中から選考させていただきます。

〒527-8527　東近江市八日市緑町10－5
　東近江市役所行政改革課
　☎0748-24-5562　 0505-801-5690

外村杯春季バレーボール・ソフト
バレーボール大会　参加チーム

◆バレーボール
◆ソフトバレーボール

５月19日㈰　 布引運動公園体育館
１チーム2,000円
５月13日㈪まで

東近江バレーボール協会　奥村　
　☎ 0748-23-2376　

布引グリーンスタジアム
芝生ふれあいデー
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市議会議員一般選挙の日程

　平成25年10月31日任期満了に伴う市議
会議員一般選挙の日程が決まりました。
　選挙すべき議員の定数
は26人です。
◆告示日
　平成25年10月13日㈰
◆選挙期日（投票・開票）
　平成25年10月20日㈰

市選挙管理委員会（総務課内）
　☎0748-24-5600　 0505-801-5600

市民と議会の意見交換会

　議会改革の一環として、議会の活動
や審議内容をみなさんにより知っていた
だくこと、みなさんの声を聞かせていた
だくことを目的に開催します。

開催日時 開催場所

５月
17日㈮

永源寺コミュニティセンター
玉緒コミュニティセンター
蒲生コミュニティセンター

５月
18日㈯

平田コミュニティセンター
五個荘コミュニティセンター
みすまの館（湖東地区）

５月
24日㈮

八日市コミュニティセンター
愛東コミュニティセンター
やわらぎホール（能登川地区）

いずれも19:30～21:00　※どの会場で
も参加できます。お気軽にお越しください。

議会事務局
　☎0748-24-5680　 0505-801-5680

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）

５月
３日㈷・４日㈷･５日㈷・６日㈪
　11日㈯･12日㈰･18日㈯･19日㈰
　25日㈯･26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

てんびんの里ふれあいウォーク2013

　五個荘地区内の自然や歴史に触れ、
スタンプラリーをしながらウォーキングを
します。近江商人屋敷や観峰館に入館
できます。ゴール後には、ふれあいコン
サートやお楽しみ抽選会があります。
◆コース：５km、８km

５月19日㈰８:30から　
500円（ただし、小学生未満は不要）
五個荘中央公園スタート・ゴール
５月14日㈫まで　※当日参加可

てんびんの里ふれあいウォーク2013実
行委員会（五個荘コミュニティセンター内）
　☎0748-48-2737　 0505-801-2737

固定資産税評価額の縦覧

　ご自身が所有する土地・家屋の評価
額が適正であるか確認するため、評価
額をご覧いただけます。

５月31日㈮まで
◆縦覧できる場所
　資産税課、各支所
◆縦覧できる人
・免税点以上の固定資産税の納税義務者
・納税義務者と同居の親族　
・納税管理人
◆縦覧できる事項
＜土地＞所在、地番、地目、地積、市
街化区分、評価額
＜家屋＞所在、家屋番号、種類（用途）、
構造、床面積、市街化区分、評価額

①本人確認ができるもの　②代理人
の場合、委任状と代理者本人であること
を確認できるもの
※制度の趣旨からはずれる場合、縦覧
をお断りすることがあります。

資産税課　
　☎0748-24-5605　 0505-801-5605

市民ギャラリー

◆東近江大凧まつり（ミニチュア凧など）
５月１日㈬～16日㈭

◆切り絵〈京都風景ほか、ペ・ヨンジュン〉
５月20日㈪～30日㈭

◆野菜や竹のシート
５月１日㈬～30日㈭
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 0505-801-5672

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は、法
務大臣から委嘱され、人権の相談活動
などをしています。また、人権擁護委員の
日にあわせ、６月３日、４日には特設人権
相談を開設します。（日時、場所は 10ペー
ジに記載）

氏　名 住　所 電話番号

山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416
加川　泰正 八日市町 0748-23-5323
日永　清惠 大森町 0748-23-4192
山田　幸平 中小路町 0748-22-3019
山岡　智恢 小脇町 0748-22-1668
山中多美枝 聖徳町 0748-22-6361
山川平兵衛 山上町 0748-27-0883
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
小杉　孝子 五個荘竜田町 0748-48-2007
福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
鈴村　光子 鯰江町 0749-46-0062
野田富士惠 大林町 0749-46-1990
中澤日出司 池庄町 0749-45-0491
島村　俊一 中一色町 0749-45-1992
大林惠美子 小田苅町 0749-45-3327
山本　　均 能登川町 0748-42-2957
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560
吉田　喜良 林町 0748-42-2297
相馬　和子 今町 0748-42-1245
大塚マサ江 大塚町 0748-55-1787
嶋村　愼一 鋳物師町 0748-55-0926
望田　　哲 綺田町 0748-55-1797

人権課　
　☎0748-24-5620　 0505-801-5620

５月は消費者月間です

テーマ：学ぶことからはじめよう
　　　      ～自立した消費者に向けて～
　多重債務や消費生活に関するお悩み
は、「東近江市消費生活センター」へお
気軽にご相談ください。
◆東近江市消費生活センター
　（市民生活相談課内）
＜相談専用電話＞
☎0748-24-5659　 0505-801-5659
※相談時間 ９:00～12:00、13:00～16:00

（土・日・祝日・年末年始除く）

▲選挙のめい
　すいくん


