８月の
図書館

八日市図書館
☎0748-24-1515
0505-801-1515

湖東図書館
☎0749-45-2300
0505-801-2300

永源寺図書館
☎0748-27-8050
0505-801-8050

能登川図書館
☎0748-42-7007
0505-801-7007

五個荘図書館
☎0748-48-2030
0505-801-2030

蒲生図書館
☎0748-55-5701
0505-802-8342

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。

今月の一冊
『さがしています』アーサー・ビ

ナード 著 / 岡倉禎志 写真（童心社）

ヒロシマで体験したあの瞬間のことを彼
らは語ります。そして今も探
し続けている大 切な人、持
ち主たちのことを思います。
広島の平和記念資料館に収
蔵されている展示物たちの
心に秘めた物語です。

夏休みだ！今年も行こう！“としょかんあそび島～かいじゅうたちのいるところ～”
９月１日㈰まで ※毎週月曜、23日㈮休館
八日市図書館 ２階集会室
としょかんあそび島、スタンプラリー
内容
「おだんごぱんをさがせ！」など

この夏、八日市図書館に、あそび島ができるよ！切り絵
の森にかこまれた部屋の中には、たのしい絵本や木のお
もちゃがいっぱい！みんなあそび島にあつまれ～！
区分

おひざでだっこの
おはなしかい

赤ちゃんと
保護者向け
＊絵本の読み語りなど

おはなし会

えいが会

日時・場所
７日㈬・24日㈯ 11:00～11:30
21日㈬ 10:30～11:00
１日㈭・９月５日㈭ 10:30～11:00
３日㈯ 10:30～11:00
７日㈬ 11:00～11:20
１日㈭・９月５日㈭ 10:30～11:00
16日㈮ 10:30～10:50

絵本の読み
語りなど

毎週土曜日 14:30～15:00
10日㈯・17日㈯・24日㈯・31日㈯ 11:00～11:30
10日㈯・24日㈯ 10:30～11:00
17日㈯・24日㈯・31日㈯ 14:30～15:00
３日㈯ ・17日㈯・24日㈯・31日㈯ 14:30～15:00
３日㈯ ・10日㈯・24日㈯ 11:00～11:30

かみしばい

10日㈯ 15:30～16:00

こども向け

25日㈰ 14:00から「ドラえもん のび太の宇宙小戦争」
（100分）

おとな向け

11日㈰ 14:00から「ビルマの竪琴」
（134分）

展示

企画展示など

リトル・スター・ウォーズ

早川鉄兵 切り絵の森 ９月１日㈰まで
大西暢夫写真展「津波の夜に 3.11の記憶」 ８月18日㈰まで
アジア子ども絵日記展 １日㈭ ～22日㈭
スペシャルおはなし会 ３日㈯ 14:00から
「石榑トンネルでつながる絆」ジョイントコンサート 10日㈯ 14:00から
三重県と滋賀県の県境に住む音楽家がともに奏でるピアノの調べ
◆身近な科学あそび「織り機（原始機）を作って、古代織りに挑戦！」
講師：小野操子さん（科学と遊びの会） ＊所要時間 約２時間
10日㈯ 10:30から
湖東コミュニティセンター（申し込みは湖東図書館へ）
10日㈯ 14:00から
愛東図書館
各会場20人（申し込み先着順）
小学生以上（保護者の参加も可）
夏の工作会「まわしてあそぼう！」 １日㈭ 14:00～15:15
15人（申し込み先着順）
夏の工作会「ふしぎなマジックカード」８日㈭ 14:00～15:15
15人（申し込み先着順）
ミニチュアフード・ホットケーキを作ろう ４日㈰ ①10:00から ②14:00から
各10人（申し込み先着順）

▲

そのほか

10日㈯ 14:30～15:00

広
告
欄

※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。

８ 月 の 休 日 歯 科 診 療 の
お 知 ら せ

診療日時

15日㈭９:30～17:00

診療機関

加藤歯科医院（五個荘竜田町）
☎0748-48-2625

滋賀県歯科医師会湖東支部
☎0748-48-7370
■記号の説明・・・

＝日時
＝対象

＝場所
＝定員
＝問い合わせ
＝IP電話
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東近江市消防操法大会を開催

すばやく、乱れぬ動きで火点へ放水！
消 防団員の消 防 技術の向上と、
消防活動をより充実させることを目
的とした「東近江市消防操法大会」
が６月30日㈰、滋賀県消防学校（神
郷 町 ） で 開 催され、 消 防 団 員 約
300人が参加しました。
大会には、
「ポンプ車操法」と「小
型ポンプ操法」の２種目があり、タ
イムや士気、チームワークなどの審
査により順位が決められます。
それぞれ事前に割り当てた各方
面隊（８隊）の代表チームは、すば
やくホースを伸ばし、標的へ放水。
訓練の成果を見事に披露しました。
なお、ポンプ車操法の優勝、小

型ポンプ操法の優勝および準優勝
の各方面隊は、東近江支部代表と
して８月４日㈰ 開催の第48回滋賀
県消防操法訓練大会に出場します。
■ポンプ車操法の部
優 勝 第７方面隊（能登川）
準優勝 第２方面隊（八日市）
３ 位 第１方面隊（八日市）
４ 位 第３方面隊（永源寺）
■小型ポンプ操法の部
優 勝 第８方面隊（蒲生）
準優勝 第６方面隊（湖東）
３ 位 第４方面隊（五個荘）
４

位

第５方面隊（愛東）

宝くじ助成金で備品を整備

▲ 小型ポンプ操法の部優勝の第８方面隊

－地域の安全・安心のために－

東近江警察署からのお知らせ

平田地区自治会連合会は、印刷
機、長机、和机などのほか、雪野山
公園管理のため自走式草刈機、刈払
い機などを整備しました。
（写真右）

交通安全に気をつけて
楽しい夏休みを

中野地区自治会連合会は、五十年森
（今崎町）整備のための、チッパーシュ
レッダー、チェーンソー、刈払い機、
リヤカーなどを整備しました。
（写真左）
まちづくり協働課 ☎0748-24-5623

▲ ポンプ車操法の部優勝の第７方面隊

0505-801-5623

◆ 歩行者は、道路を横断するときは必ず
止まって、
周囲の安全を確認しましょう。
また、夕暮れ・夜間は、反射材の着用
や明るい色の服装で外出しましょう。
◆ 飲酒運転は、重大事故につながる悪質
危険な行為です。絶対にやめましょう。
◆車に乗ったら、全席でシートベルトを
着用しましょう。また、６歳未満の子

東近江行政組合消防本部は、市内の少年消
防クラブの活動の推進を図るため、液晶プロ
ジェクター、パソコン、スクリーンなどの備品
を整備しました。
（写真右）

どもには、体格に合ったチャイルドシー
トの使用を習慣づけましょう。

東近江行政組合消防本部予防課 ☎0748-22-7603

東近江警察署

☎0748-24-0110

広

放送大学
10 月 入 学 生 募 集

告

出願期間 平成25年６月１日～平成25年８月31日

あなたの夢が拓きます

欄

入学試験はありません。
大学卒業資格が取得できます。

１科目でも選べます。
自宅で学べます。

出願書は無料でお送りします。気軽にお電話ください。
放送大学 滋賀学習センター ☎ 077-545-0362

〒520-2123

大津市瀬田大江町横谷 1-5

龍谷大学瀬田キャンパス内

／男:57,722人（－39）
／女:58,758人（＋６）
／世帯数:41,658世帯（＋17）＊（ ）
内は前月比
人口（平成25年７月１日）人口:116,480人（－33）
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お詫びと訂正 広報７月号の人口基準日について誤りがありましたので、お詫びし訂正します。
（訂正前）平成25年７月１日 （訂正後）平成25年６月１日

