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

企画展「バタバタにのって…ちょっと昔
の道具たち」
　昭和27年に、冨田彦一さん（建部南
町在住）と故 冨田良太郎さんが開発し
たエンジン付き農具「バタバタ」とさま
ざまな道具たちを紹介します。

１月５日㈰～２月16日㈰
水鳥観察会
　冬の伊庭内湖にやってくるカイツブリ
などの水鳥たちを観察します。

２月１日㈯９:30～12:00
能登川水車とカヌーランド
30人（申し込み先着順） 双眼鏡

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

企画展「燦
さん

SUN未来へ続く生命の輝き」
　森羅万象の起源ともいえる「太陽」を
テーマに、アーティストと科学研究者が
タッグを組んで、写真や絵画などを展示
します。（東近江の芸術を愛する会共催）

１月11日㈯～３月30日㈰
企画展関連イベント ミュージアムカフェ
Vol.1「“S

サンキュー

unQ” －レンズのないカメラで
撮る、美なる太陽」
　レンズのないカメラでとらえた、太陽
の本当の姿を、環境問題にも取り組む
写真家の岡部達平さんが紹介します。

１月11日㈯ 10:15～11:30
ロボカップジュニア　東近江ノード大会
　自律型ロボットの制御を学ぶ小中学生
が、日本大会・世界大会をめざしサッカー
で競い合う予選大会です。見学大歓迎。

１月26日㈰ 10:00～16:00

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８日㈬・22日㈬ 10:00～11:30
500円

音楽の散歩道　箏
こと

と胡弓（以
い

音
おん

さん）
１月９日㈭ 10:00～11:45　 500円

簡単！リズム体操
１月16日㈭・30日㈭ 10:00～11:30
300円

親子で楽しくリトミック
１月22日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者
１組300円

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

重要伝統的建造物群保存地区（五個荘
金堂地区）選定15周年記念展

１月19日㈰まで
当展示のみ入館無料

折り紙で四季折々～ひなまつり～
　折り紙でかわいいひな飾りを作ります。

２月15日㈯ 10:00～12:00
20人（申し込み先着順） 200円程度
１月21日㈫から　 はさみ、のり

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

山田良定彫刻展
　五個荘奥町で生まれた彫刻家、故 山
田良定の彫刻展です。

１月25日㈯～２月２日㈰

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15日㈬10:00～11:30　 500円

１ 月 の市民相談 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 蒲生支所　２階201会議室
※電話予約受付（先着５人）１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）１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）１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研修室
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 22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 13:00～15:30
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　 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 蒲生支所　２階201会議室
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
13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室
いきいき支援課　☎ 0748-24-5641　 0505-801-5641

家族介護者の会　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）

ほっとミルク
15日㈬

13:00～15:00 能登川保健センター
ちょっと、いっぷくの会 19:30～21:30 愛東コミュニティセンター
コスモスの会 17日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
ほのぼの会 20日㈪ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

カタクリの会 23日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
ほほえみ 随時受付 能登川保健センター 　☎ 0748-42-8702

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㈮、17日㈮
30日㈭ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎ 0748-24-5624

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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びわこJAZZフェスティバル
in東近江2014　出演者

　見慣れた街並みをス
テージにして、音楽を
奏でてみませんか。

４月19日㈯・20日㈰
近江鉄道八日市駅

　～市役所一帯
公式ホームページ（http://biwako-

jazzfes.com）で開催要項をご確認のう
え、申し込みフォームから１月10日㈮まで
に申し込んでください。

びわこJAZZフェスティバル
　実行委員会　☎ 0748-22-4588
　メール　bjf.band@gmail.com

ライフロング事業 講座受講生

リトミックひろば（体験受講）
１月７日㈫、２月４日㈫ 10:00～11:20
湖東コミュニティセンター
１～３歳児とその親
各15組（申し込み先着順）
１回400円

男のヨガ入門
１月９日㈭ 14:00～15:15
八日市文化芸術会館　 500円

男のヨガ入門（１日無料体験）
１月16日㈭ 14:00～15:15
玉緒コミュニティセンター

キッズストリートダンス基礎講座
１月19日、２月９日、23日、３月２日

　いずれも日曜日 10:00～11:00（全４回）
湖東コミュニティセンター
小学生　 20人（申し込み先着順）
2,400円（保険料含む）

収納アドバイス講座
（キッチン・冷蔵庫編）

１月24日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館

きもの簡単着付け講座
２月１日、８日、15日、22日

　いずれも土曜日 10:00～12:00（全４回）
八日市文化芸術会館
15人（申し込み先着順）　 2,000円

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

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

子どもの食事について

開催日 開催場所

１月20日㈪ 蒲生コミュニティセンター

１月22日㈬ やわらぎホール

１月23日㈭ 中野コミュニティセンター

１月27日㈪ 湖東コミュニティセンター別館

１月29日㈬ ぷらざ三方よし

いずれも10:00～11:30
各会場50組（申し込み先着順）
水筒、タオル、着替え
１月６日㈪から

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

消費者セミナー参加者

ニーサって何さ？ 投資信託の基礎知識
　今、話題になっている

「ニーサ」の解説を中心に、
投資信託の魅力やリスク、
対応策などの基礎知識を
学びます。

講師：渡邉信之さん（認定AFP）
１月21日㈫ 13:30～15:30
市役所別館２階大ホール
市内在住の人
50人（申し込み先着順）

市民生活相談課
　☎ 0748-24-5619　 0505-801-5635

子育て支援拠点
「つどいの広場」運営団体

　子育て中の親子同士の交流と、児童
の健全育成の場としている地域子育て
支援事業「つどいの広場」を運営する
団体を募集します。
　募集要項については、お問い合わせ
ください。
対象地区：玉緒地区、五個荘地区

１月６日㈪～10日㈮ 17:00まで
こども家庭課

　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643

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

新春特別企画「午の干支凧とお正月遊び」
　干支の午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（午）をプレゼントします。

１月３日㈮～27日㈪
入館料（一般300円、小中学生150円）

新春凧揚げ大会
　新成人を祝う20
畳敷大凧も揚げま
す。（13:00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12日㈰11:30～14:00
聖徳中学校グラウンド

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、また２
月１日㈯ から先着100人に福豆をプレゼ
ントします。

１月30日㈭～２月18日㈫
入館料（一般300円、小中学生150円）

東近江のガオさんの凧を作ろう
２月１日㈯９:00～12:00
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

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

新春カラオケ大会
２月２日㈰12:30から
市内在住の人
70人（申し込み先着順）
1,500円（出場料）
１月11日㈯９:00から

おうみ狂言図鑑2014
　近江にまつわる新作狂言「安土城ひ
みつ会議」と、古典「末広がり」「仏師」
を大蔵流 茂山家のみなさんが演じます。

３月23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
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小中学校の夏休み期間を変更

　市立小中学校で空調機器の整備が完
了したことにより、授業日数を確保する
ため平成26年度から夏季休業日（夏休
み）を次のとおり変更します。
変更後　７月21日～８月26日
※市立幼稚園は変更ありません。

学校教育課
　☎ 0748-24-5671　 0505-801-5671

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。
※１月の対象外施設：湖東プール

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

湖東・湖北地域障害者就職面接会

　事業所と求職者が個別面談できます。
１月20日㈪ 13:00～15:30
ホテルニューオウミ（近江八幡市）
求職中の障がい者
ハローワーク東近江

　☎ 0748-22-1020

保育士体験・見学者

本市の子育てに、ぜひあなたのお力を！
　保育園で勤務したことのある人、資格
を持ちながら勤めたことがない人、ぜひ
見学や体験にお越しください。

１月20日㈪～２月28日㈮の間で、体
験・見学の時間は希望に応じて園と調整
し決定します。

市内の公立・民間保育園への就職を
希望する人や興味のある人で、保育士資
格を有する人（取得見込みの人も含む）

１月８日㈬～31日㈮
※保育士資格の写し（取得の人のみ）を
持参してください。

幼児課
　☎ 0748-24-5647　 0505-801-5647

親子の絆づくりプログラム
「赤ちゃんがきた！」参加者

　０歳時期は、親子の絆づくりにとって
とても大切な時です。赤ちゃんとの接し
方や親になる心がまえなどを学びます。
八日市保健センター、湖東保健センター

２月18日㈫、25日㈫、３月４日㈫、11日㈫
蒲生支所、能登川保健センター

２月20日㈭、27日㈭、３月６日㈭、13日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（平成25年９月～12月生まれ）と
その母親

各10組（申し込み先着順）
840円（テキスト代）
１月14日㈫から

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

ネットでポンポイ大会参加者

　東近江市発祥のニュースポーツ「ネッ
トでポンポイ」を体験しながら楽しむ大
会です。

２月16日㈰８:45～12:00
布引運動公園体育館
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）
20チーム（申し込み先着順）

※１チーム４人で構成。補欠は２人まで可。
１チーム500円（当日徴収）
体育館シューズ、水筒、タオルなど
２月３日㈪まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

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）
※依頼会員はファミリー ･ サポート･ 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12日㈬
９:40～15:00

・オリエンテーション
・子どもの心と体の発達
　と遊び
・病気、ケガ、事故の予
　防と対応

２月13日㈭
９:40～16:00

・子育て支援の現状と求
　められるサポーター
・子どもの栄養と食生活
・救急救命講習

※受講時の託児あり（事前申し込みが必要）
能登川コミュニティセンター
印鑑、筆記用具
２月７日㈮まで

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

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１日㈯　 大津ボウル（大津市）
１月８日㈬～20日㈪

※参加資格や費用など、詳しくはお問い
合わせください。

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052
　または各支所

2014東近江市レインボー大使募集
　東近江市の各種イベントや観光キャンペーンなどに参加して、市の魅力を
PRし、観光振興に貢献する大使を募集します。

※面接審査会で選考します。自薦・他薦は問いません。
市観光協会　☎ 0748-48-2100　 0505-801-6678

18歳以上（平成26年４月１日現在。ただし高校
生は除く）で、県内に在住・在勤・在学している明
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。男女は問いません。
２人　 １月24日㈮までに所定の用紙で申し込

んでください。★特典＝採用者には10万円進呈

0505-801-6678
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し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

１月
１日㈷、２日㈭、３日㈮、４日㈯、
５日㈰、11日㈯、12日㈰、13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

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（94事業所）が一堂に会します。

２月３日㈪ 11:30～16:00
福祉の職場就職セミナー（11:30～13:00）
　トークショー「夜勤って、ホントはどん
なもの？」、ブース探しなど
福祉の職場説明会（13:00～16:00）
　各事業所で実際に働いている職員か
ら直接、説明が聞けます。

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

水道管の凍結にご注意ください

　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
　むき出しになっている水道管は、発泡
スチロール製の保温材や布類で保温して
ください。
●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てください。
●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

基本チェックリストを送付します

　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、基
本チェックリストを送付します。これは、
生活の状態を確認し、介護予
防につなげるためのものです。
　対象となる人には、１月上
旬に基本チェックリストを郵送しますの
で、１月31日㈮までに返送してください。
　回答くださった人に、３月から４月に
かけて個人結果表を送付し、結果説明
会と介護予防教室などの案内をします。

いきいき支援課
　☎ 0748-24-5641　 0505-801-5641

人権尊重をめざす
東近江市女性のつどい

講演「今どきの子ども－そのために親（大
人）・地域は－」
前 聖徳中学校校長　辰巳三喜雄さん
アトラクション　フラダンスショー

１月25日㈯ 13:30から（13:00受付）
五個荘コミュニティセンター

※託児が必要な場合は、１月10日㈮ま
でにご連絡ください。

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

防災講演会

基調講演「歴史上の地震から日本人が
学んだこと」
災害救援ボランティア推進委員会
委員長　澤野次郎さん
事例発表
あずま自主防災会（甲賀市）中島仁史さん
葛巻町自治会　安井萬太郎さん

１月18日㈯ 14:00～16:10（13:30受付）
あかね文化ホール　大ホール
市内または近江八幡市、日野町、竜王

町の自主防災組織、自治会の役員など
防災危機管理課

　☎ 0748-24-5617　 0505-801-5617

いきいき健康教室

　「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です。
内容：お口の健康についての話、
　　　転倒予防の体操

開催日 開催場所
１月27日㈪
９:30から せせらぎ（市子川原町）

１月28日㈫
９:30から ぷらざ三方よし

１月31日㈮
13:30から

湖東コミュニティセンター
別館

２月４日㈫
13:30から 能登川保健センター

２月７日㈮
９:30から 八日市保健センター

＊所要時間：約２時間（受付：15分前から）
65歳以上　 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

市民ギャラリー

東近江市能登川障害福祉センター講座
生作品展

１月９日㈭まで
障がい者デイサービスセンターハートピ
ア展示会

１月14日㈫～30日㈭
市役所１階ロビー
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

　４月以降の入札に参加するための
資格申請です。
◆業種
①建設工事
②測量・建設コンサルタント等
③物品および役務

１月23日㈭～２月３日㈪
　９:00～11:30、13:00～16:00
　（土・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26年度
入札参加資格審査

申請の受付


