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INFOMATION

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

いのちのかけら 中出信昭展－日本画－
６月29日㈰まで
入館料（大人200円、小中学生100円）

◆関連イベント
中出信昭ギャラリートーク

５月４日㈷ 14:00から　 入館料
初めてでも描ける！日本画体験教室
講師：垣見真由美さん（東近江の芸術を
愛する会）

５月10日㈯ 13:30～16:30
15人（申し込み先着順）　 1,000円

あかね文化ホール  ☎ 0748-55-0207
　　　　　　　　　   0505-801-0207

簡単！リズム体操
５月１日㈭・15日㈭ 10:00～11:30
300円

有酸素運動とヨガで健康に
５月７日㈬・21日㈬ 10:00～11:30
500円

音楽の散歩道
　ジャズ（米田正博＆スリーエコーズさん）

５月８日㈭ 10:00～11:45　 500円
第15回あかね人形劇まつり

５月18日㈰ 10:00～15:00
前売：１人券1,000円、３人券2,500円

　※３歳児以上有料
親子で楽しくリトミック

５月28日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者 
１組300円

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

企画展「子どもの力を信じる－美術教
育を通じた子どもたちへの眼差し－」
　幼児から高校生までの絵の展示のほ
か、生きる力を培うための支援を行う個
人・団体のアートを通じた活動事例を紹介
します。（東近江の芸術を愛する会共催）

５月３日㈷～９月７日㈰
◆オープニングイベント

「かいて、つくって、どんどん－入口の
壁をみんなで飾ろう！－」
　花や昆虫、鳥など、好きな生きものの
絵を描いて、壁一面を飾ります。参加者
にはプレゼントもあります。

５月３日㈷ 10:00～14:00
子どもを含む家族

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

ベビーと一緒にコンサート
５月14日㈬10:30から
大人400円、子ども100円

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（火・振休）まで
入館料（一般300円、小中学生150円）

５ 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

13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７日㈬８:30から

21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14日㈬８:30から

27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20日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士に
　よる相談

16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

８日㈭ ９:00～12:00 永源寺コミュニティセンター３階302会議室
13日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
21日㈬ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
28日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

行政なんでも
相談所 28日㈬ 13:30～16:00 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

14日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室
16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 ショッピングプラザアピア　４階研修室Ｂ
（八日市浜野町）

21日㈬ 13:00～16:00 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２日㈪

９:00～12:00

永源寺支所　１階相談室
五個荘支所　１階相談室
愛東支所　ボランティア活動室
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
ショッピングプラザアピア　４階研修室Ｂ

（八日市浜野町）
湖東支所　１階自治振興室

福祉総合支援課　☎ 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 14日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
じゃがいもの会 五個荘コミュニティセンター

コスモスの会 16日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
ほっとミルク

21日㈬
13:00～15:00 能登川保健センター

ほのぼの会 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ちょっと、いっぷくの会 20:00～22:00 愛東コミュニティセンター

カタクリの会 22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 ２日㈮、16日㈮
23日㈮、30日㈮ ９:15～12:30 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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滋賀県民体育大会
東近江市予選会参加チーム

種目：バレーボール
６月８日㈰　
おくのの運動公園体育館
市内在住者で編成した男女別９人制

（高校生以下は除く）
６月１日㈰まで

東近江市バレーボール協会（奥村）
　☎ 0748-23-2376

子育て支援事業参加者

❶未就園児事業「親子みらいちゃんルー
ム」（内容：親子ふれあい体操）

開催日 開催場所
５月16日㈮ 布引運動公園体育館

５月20日㈫ 愛東支所

５月23日㈮ ぷらざ三方よし

５月27日㈫ やわらぎホール

５月30日㈮ 蒲生コミュニティセンター

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場50組（申し込み先着順）
水筒、着替え、フェイスタオル
５月１日㈭から

❷のびのび親子の教室「お母さんといっしょ」
　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。（全４回）
八日市保健センター、蒲生コミュニティセンター

６月10日㈫、17日㈫、24日㈫、７月１日㈫
能登川保健センター、湖東保健センター

６月５日㈭、12日㈭、19日㈭、26日㈭
　いずれも10:00～11:30

平成24年７月～平成25年１月生まれ
の子と母親

各会場10組（申し込み先着順）
５月７日㈬から

上記❶❷の申し込み・問い合わせ先
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

「じんけん」のまちづくり講座受講生

❶人の命を奪うのも人、救うのも人
　講師：武るり子さん　 ６月７日㈯

❷目がみえない。しかし、いつも喜んで
　講師：宇野繁博さん　 ６月14日㈯

❸ 部落問題に向きあう私たち
　講師：石井眞澄さん
　　　　　　千晶さん　 ６月21日㈯

❹男性介護者のつどい「中北の家」を開いて
　～葛藤から笑顔を迎えるまで～
　講師：小宮俊昭さん　 ６月28日㈯

❺ネット・スマホと人権
　～子どもを守る大人の役割～
　講師：神月紀輔さん　 ７月５日㈯

いずれも10:00～11:30
❶❹❺てんびんの里文化学習センター

　❷❸愛東支所
市内在住・在学・在勤の人
100人（申し込み先着順）
６月２日㈪まで

人権課
　☎ 0748-24-5621　 0505-801-5621

サマーホリデー指導員

　養護学校や特別支援学級に通う子ど
もたちが、夏休み期間中地域の人 と々ふ
れあい、楽しく過ごすための活動プログ
ラムの企画・運営と、子どもたちのサポー
トをしてくださる指導員を募集します。
※事前研修あり。時給800円

東近江市社会福祉協議会 地域福祉課
　☎ 0748-20-0555　 0505-801-1125

パソコン教室受講生

　外国籍の人や、外国籍の人と交流しな
がら一緒に学びたい日本人を対象にした
パソコン教室です。基本的な操作を学
びます。（６月～８月開催）

毎週火曜　19:30～21:00
　毎週水曜　10:00～11:30

東近江国際交流協会（八日市緑町）
１か月4,000円（同協会会員は3,000円）
ノートパソコン、筆記用具

東近江国際交流協会
　 ・FAX0505-802-9606
　（電話受付：月～金 10:00～16:00）
　メール hifa@e-omi.ne.jp

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　

５月28日㈬
９:40～16:00

・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
・普通救命講習

５月29日㈭
９:40～14:30

・子どもの心と体の発達
　と遊び
・子どもの栄養と食生活
・子どもの病気、ケガ、
　事故の予防と対応

※受講時の託児あり（事前申し込みが必要）
みすまの館（ひばり公園内）
印鑑、筆記用具　 ５月23日㈮まで

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

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

第108回企画展「トナリマチ－東近江市
・いなべ市－」
　両市の観光スポットや物産品、大凧
まつりの紹介をします。

５月１日㈭～６月８日㈰
ホタル観察会
　博物館でホタルの話を聞いてから、近
くの小川を探検してホタルを観察します。

５月31日㈯ 19:30～21:00
能登川博物館集合
30人（申し込み先着順）
筆記用具、懐中電灯

ウェルネス八日市  ☎ 0748-22-8800
　　　　　　　　　   0505-801-1137

ウォーキングエクササイズ
５月７日㈬・21日㈬10:00～11:10
500円

有酸素運動とヨガで健康に
５月14日㈬10:00～11:30　 500円
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INFOMATION

マーケット市への友好親善使節団員

　姉妹都市のアメリカ合衆国ミシガン州
マーケット市を訪問します。滞在中はホー
ムステイでマーケット市民と交流します。

７月28日㈪～８月５日㈫
満18歳以上（４月１日現在）の市内在

住者で、健康かつ団体行動に協調でき
る人。（ほかにも要件があります）

250,000円程度（補助金なし。燃油
サーチャージなどで変更の場合あり）

６人　 ５月30日㈮まで
企画課

　☎ 0748-24-5610　 0505-801-5610

まちゼミ（ミニ講座）参加者

第１回ようかいち・まちゼミ
　商店街の店主が講師となり、専門知
識やプロのコツを教える無料講座です。

５月10日㈯～６月15日㈰
　※講座により開催日時が異なります。

八日市駅～東近江市役所周辺の商店
５月３日㈷から
東近江アーバンデザインセンター準備会

　（八日市商工会議所内）
　☎ 0748-22-0186　 0505-801-3775

緑のカーテン（ゴーヤ育成）モニター

ゴーヤ育成期間：６月中旬～10月上旬
　節電対策の一つとして、公共施設や
自治会、各家庭や事業所などでゴーヤ
による緑のカーテンの取り組みを進めて
いただくモニターを募集します。

ゴーヤを育て、アンケートに答えていた
だける家庭、団体または事業所

50組　※過去に同事業のモニターに
なったことのある人は除きます。

５月16日㈮まで
講習会・苗の配布の日時

５月31日㈯13:30から
市役所本庁新館北側

※講習会には必ず参加してください。ま
た、ゴーヤ苗は講習会終了後に各自で
お持ち帰りください。

生活環境課　　
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633

ソフトバレーボール大会参加者

６月22日㈰９:00から
布引運動公園体育館
①レディースの部（中学生以上の女性

４人）②ブロンズの部（中学生以上の男
女各２人の計４人）③シルバーの部（40
歳以上の男女各２人の計４人）

１チーム3,000円
５月31日㈯まで

東近江市バレーボール協会（中川）
　☎ 090-8886-3560

東近江市民体育大会参加者

種目：陸上
６月８日㈰
布引グリーンスタジアム
５月23日㈮まで

種目：柔道
６月15日㈰
布引運動公園体育館
５月26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

手話体験教室受講生

　簡単な手話を学ぶことで、あなたの
そばにいる耳の聞こえない人と親しくな
れるきっかけができます。

６月３日・６月10日・６月17日（全３回）
　いずれも火曜日10:00～12:00

蒲生コミュニティセンター
市内在住または在勤者
540円（テキスト代）
５月27日㈫まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

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５日㈯
県立長浜ドーム（長浜市）
５月15日㈭～６月４日㈬

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

ライフロング事業 講座受講生

男のヨガ入門
５月８日㈭・22日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

初めての中国語会話基礎講座
５月８日㈭から（年20回）19:30～21:00
湖東コミュニティセンター
年額4,000円

子育てひろば１歳児のびのびコース
５月14日㈬から（年10回）10:00～11:30
湖東コミュニティセンター
年額2,000円

パソコン超初心者基礎入門コース
５月13日㈫・14日㈬・20日㈫・27日㈫

　・６月３日㈫（全５回）
　いずれも19:30～21:30

湖東コミュニティセンター　 4,000円
ハンドベル入門

５月27日㈫から（年12回）10:00～12:00
八日市文化芸術会館
年額6,000円

ゆる文字講座
６月５日・７月３日・８月７日（全３回）

　いずれも木曜日 19:30～21:30
６月15日・７月20日・８月31日（全３回）

　いずれも日曜日 10:00～12:00
湖東コミュニティセンター
4,000円（材料費別途）

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

市有地の売り払い（随時募集・先着順）

物件所在地（地目） 実測面積 最低売却価格
三津屋町字野口前268番１（宅地） 748.43㎡ 16,000,000円

◆買受人は受付の先着順で決定します。買受人が決定した日で受付を終了します。
５月１日㈭から11月28日㈮までに、管財課へ申込書などを持参のうえ申し込んで

ください。※案内書や申込書などは、管財課窓口で配布します。また、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

管財課　☎ 0748-24-5603　 0505-801-5603
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５月は消費者月間です

テーマ「つながろう消費者
～安全・安心なくらしのために～」

　多重債務や消費生活のお悩みは「東
近江市消費生活センター」（市民生活相
談課内）までお気軽にご相談ください。

東近江市消費生活センター
＜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）

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
員の日に合わせ、６月２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
谷　　明美 市辺町 0748-22-5064
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
奥井　和義 五個荘塚本町 0748-48-2272
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
野田富士惠 大林町 0749-46-1990
西久保茂雄 池庄町 0749-45-0715
小川　正道 小八木町 0749-45-1782
大林惠美子 小田苅町 0749-31-3032
山本　　均 能登川町 0748-42-2957
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560

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

し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

５月
３日㈷、４日㈷、５日㈷、６日㈫、
10日㈯、11日㈰、17日㈯、18日㈰、
24日㈯、25日㈰、31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

おかあさんありがとう
滋賀ゆるキャラまつり

６月22日㈰ 10:30～15:00
今津総合運動公園　サンルーフ今津

　（高島市）
県内在住の母子家庭の親子
５月30日㈮まで（多数の場合は抽選）

主催：（社福）滋賀県母子福祉のぞみ会
こども家庭課　　

　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643

てんびんの里ふれあいウォーク

　近江商人屋敷や観峰館を見学しなが
ら五個荘地区内を歩きます。ゴール後は
コンサートや抽選会、ノルディックウォー
クの体験、模擬店があります。
コース：６km、10km

５月18日㈰８:30から（雨天中止）
五個荘中央公園スタート・ゴール
500円（小学生未満は無料）
５月14日㈬まで　※当日参加も可

五個荘コミュニティセンター　　
　☎ 0748-48-2737　 0505-801-2737

親と子のよい歯のコンクール

６月19日㈭ 14:30～16:00
湖東保健センター
平成25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
６月６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

市民と議会の意見交換会

　議会の活動や審議内容を報告し、市
民のみなさんの声をお聞きします。

開催日 開催場所

５月16日㈮
愛東コミュニティセンター
南部コミュニティセンター
市辺コミュニティセンター

５月17日㈯
みすまの館（ひばり公園内）
御園コミュニティセンター
永源寺コミュニティセンター

５月23日㈮
蒲生コミュニティセンター
五個荘コミュニティセンター
やわらぎホール

いずれも19:30～21:00
※どの会場でも参加できます。

議会事務局　　
　☎ 0748-24-5680　 0505-801-5680

ごみゼロ大作戦

　滋賀県が提唱する「ごみゼ
ロの日」（５月30日）にあわせ
た一斉清掃です。多くのボラ
ンティアの参加をお願いします。

６月８日㈰９:00から（雨天中止）
白鳥川周辺（平田地区）

※雪野山歴史公園駐車場（中羽田町）集合
廃棄物対策課

　☎ 0748-24-5636　 0505-801-5636

５月上旬に納税通知書を送付します
　軽自動車税は、毎年４月１日に軽
自動車（バイク、農耕用車両、ミニカー
などを含む）の納税義務者に市町村
が課税します。平成26年度分の軽自
動車税納税通知書は、５月上旬に納
税義務者へお送りしますので、必ず
納期限までに納めてください。
納税証明書は大切に保管を！
　車検を受けるときは、納税通知書
に付いている「納税証明書」が必要
になります。なお、口座振替の人は、
納期限内に引き落としが確認できた
分について、６月中旬にお送りします。

市民税課
☎ 0748-24-5604　 0505-801-5604

納税課
☎ 0748-24-5606　 0505-801-5606

軽自動車税の納期限は

６月２日㈪です
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