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INFOMATION

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
７月２日㈬

　10:30開演
大人400円

　子ども100円

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

パズル遊びへご招待
　パズル作品に触って解いて楽しもう！

７月17日㈭～９月２日㈫
入館料（大人300円、小中学生150円）

パズルの体験教室

開催日 内容・時間
（①10:00から②13:30から）

７月20日㈰ ①ブロックパズル１
②からくり工作（貯金箱）

８月３日㈰ ①ペーパーパズル１
②からくり工作（ひっかけ箱）

８月16日㈯ ①ブロックパズル２
②からくり工作（からくり変化）

８月17日㈰ ①ペーパーパズル２
②からくり工作（貯金箱）

ブロックパズル、ペーパーパズル：３歳
以上、からくり工作：小学１年生以上
※小学４年生以下は保護者同伴

各50人（申し込み先着順）
ブロックパズル500円、 ペーパーパズ

ル300円、からくり工作1,200円
７月10日㈭８:30から電話受付

◆ナイター開館を実施します（入館料半額）
７月25日㈮、８月１日㈮、８日㈮、９日㈯

　17:15～20:00
入館料（大人150円、小中学生75円）

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

夏季企画展「近江商人の里の画人たち
－水音をきくー」
　水をテーマに、館蔵の絵画作品を展示

７月19日㈯～８月31日㈰
入館料（大人200円、小中学生100円）

刀剣の美 鑑賞のツボ
　日本刀の作り方や鑑賞のポイントを紹介
講師：滋賀県銃砲刀剣類登録審査委員
　　　岡敏光さん
　　　刀匠　北川正忠さん

７月21日㈷13:30～15:30
20人（申し込み先着順）

※小学生以下は保護者同伴　 500円

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

縄文時代のビーナス土偶をつくろう！
　相谷熊原遺跡が発掘された現場（現
在は田んぼ）を散策し、土偶を作ります。

（東近江の芸術を愛する会共催）
７月19日㈯10:00～16:00
能登川博物館集合・解散
親子15組程度（申し込み先着順）
一人1,500円（保険料、材料費ほか）

ミュージアムカフェ「子どもの力を信じる」
　ネパールの現状を紹介します。
講師：楜沢成明さん（建築家）

７月21日㈷13:30～15:00

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
７月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:10
500円

有酸素運動とヨガで健康に
７月９日㈬ 10:00～11:30　
500円

婚活応援親の会
　親同士の代理婚活です。出会いのきっ
かけづくりに。

７月26日㈯ 10:00～12:00
20歳以上40歳以下の子を持つ親
７月23日㈬まで

７ 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１回限り、
　30分まで。

８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）７月１日㈫８:30から

16日㈬ 13:00～15:30 五個荘支所　１階相談室
※電話予約受付（先着５人）７月９日㈬８:30から

22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）７月15日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士に
　よる相談

18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

３日㈭ ９:00～12:00 永源寺コミュニティセンター３階301会議室
８日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

23日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室
13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室　

行政なんでも
相談所 30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
一般相談 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

16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）

18日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
23日㈬ 13:00～16:00 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 ９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

ほっとミルク 16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）

コスモスの会 18日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
カタクリの会 24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 ４日㈮、18日㈮
25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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国際交流事業参加者

英語で遊ぶ こどもアート & クラフト教室
　簡単な英語を交え、工作などに取り
組みます。（主催：東近江国際交流協会）
■小学生クラス
　８月11日、18日、25日、９月１日、８日、22日、
　10月６日、20日、27日
　いずれも月曜日、17:00～18:30
■幼児クラス（３歳～６歳）
　８月12日、19日、26日、９月２日、９日、16日、
　10月７日、21日、28日
　いずれも火曜日、15:00～16:30

アトリエ GaiaHOUSE（布引台一丁目58）
各７人（申し込み先着順）
エプロンまたはスモック
月額5,000円、教材費1,000円程度

モリコーニ直美さん
　☎ 080-8342-0128

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回、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。 印鑑

開催日時 内　　容　

８月６日㈬
９:40～14:30

子育て支援の現状や子ど
もの病気やケガ、事故の
予防と対応を学びます。

８月７日㈭
９:40～16:00

子どもの心と体の発達や
食生活について学習。普
通救命講習も行います。

※託児あり（事前申し込みが必要）
ウェルネス八日市
印鑑、筆記用具　 ８月１日㈮まで

■ひとり親家庭への助成制度があります
　ひとり親家庭および養
育者の会員に対する助成
制度があります。
※助成には条件がありま
す。詳しくはお問い合わ
せください。

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

手話講座（入門編）受講者

　聴覚障がい者について学び、手話で自
己紹介程度の会話が可能な人を養成し
ます。

９月２日㈫～平成27年３月24日㈫
19:00～21:00※12月中旬から変則（全23回）

市役所東庁舎東Ａ会議室
東近江市、日野町、竜王町に在住、在

勤、在学者（高校生以上）で、手話の学
習経験が初めてまたはおおむね１年未満
で全課程を受講できる見込みの人

40人程度（申し込み先着順）
3,240円（教材費）　
７月３日㈭～31日㈭※郵送、FAX可

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052
　〒527-8527　八日市緑町10番５号

平成26年度　自衛官募集

区分 対象　 願書受付期間

自衛官
候補生

18歳以上
27歳未満

男子：常時受付
女子：８月１日㈮～
　 　 　 ９月９日㈫

一般曹
候補生

18歳以上
27歳未満 ８月１日㈮～

　 　 　 ９月９日㈫海・空自
航空学生

18歳以上
21歳未満

　

※詳しく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

ライフロング事業講座受講生

浴衣の着付け講座～一人でも結べます
７月５日㈯、12日㈯ 10:00～12:00
能登川コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）　 1,000円

男のヨガ入門
７月10日㈭・24日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

ネイチャーキッズ（年間４回）
第１回「超ミニサイズのトンボ発見！」

７月12日㈯10：00～12:00
蒲生コミュニティセンター集合
小学生　 年間1,500円

整理収納アドバイス講座
　～捨てられないを終わらせよう

７月12日㈯９:30～11:00　 500円
能登川コミュニティセンター

手抜きで作ろう男の家庭料理
７月19日㈯15:00～17:30
湖東コミュニティセンター
1,500円（材料費含む）

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

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

第109回企画展「東近江おもしろ石展」
　市内の不思議な形や模様の石を紹介

７月24日㈭～９月７日㈰
猪子山探検隊～夏のきのこ～
　猪子山でキノコを採集し、調べます。

７月19日㈯ 10:00～12:00 ※小雨決行
猪子山登山口集合
30人（申し込み先着順）　

夏の夜の昆虫観察会
７月26日㈯ 19:30～21:00 ※雨天中止
30人（申し込み先着順）

山路川探検隊～川の健康診断～
　水生生物をつかまえて川を調査します。

８月２日㈯ 13:30～15:30 ※雨天中止
30人（申し込み先着順） ７月２日㈬から

トンボ観察会
８月９日㈯ 10:00～12:00 ※雨天中止
30人（申し込み先着順） ７月２日㈬から

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
７月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
７月３日㈭・17日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道　ピアノ連弾
（井口正子さん、八幡美里さん）

７月10日㈭ 10:00～11:45　 500円
親子で楽しくリトミック

７月23日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者 　 １組300円

キマグレ・サーカス
　パントマイム、綱渡りなど、どん亀座
による芸と笑いのスペクタクル！

７月26日㈯ 14:00開演
前売大人1,000円、小学生以下500円

（当日各500円増）※３歳未満ひざ上無料
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INFOMATION

子育て支援事業参加者

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」
（内容：歌ってあそぼう）

開催日 開催場所

７月９日㈬ 能登川図書館（集会室）

７月11日㈮ 建部コミュニティセンター

７月14日㈪ 愛東支所（つどいの広場）

７月18日㈮
ぷらざ三方よし（１階和室）

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、タオル、着替え　 ７月１日㈫から

親子の絆づくりプログラム「赤ちゃんがきた！」
　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、
　蒲生コミュニティセンター

８月19日㈫、26日㈫、９月２日㈫、９日㈫
● 能登川保健センター

８月21日㈭、28日㈭、９月４日㈭、11日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（平成26年３月～平成26年６月
生まれ）とその母親

各会場10組（申し込み先着順）
864円（テキスト代）　 ７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

ガイドヘルパー養成講習会受講者

　視覚に障がいのある人の外出を支援
するガイドヘルパーの養成講座です（全
５回）。受講後は、ガイドヘルパーとして
登録していただきます。
■Ａコース：９月12日㈮、18日㈭、10月１日㈬、
　　　　　２日㈭、11月７日㈮
■Ｂコース：９月12日㈮、18日㈭、10月22日㈬、
　　　　　23日㈭、11月７日㈮

県立障害者福祉センター（草津市）ほか
市内在住者１人（申し込み多数の場

合は抽選）　
７月31日㈭17:00まで

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

きらきら栄養・介護セミナー

内容：①高齢者の食事について（30分）
　　　②体にやさしい介護の実際（90分）

７月26日㈯10:00～12:00
湖東リハビリステーション
市民または市内在勤、在学の人
30人（申し込み先着順）

湖東診療所
　☎ 0749-45-0001　 0505-802-2286

東近江市民体育大会参加者

バドミントン
７月21日㈷９:30から
布引運動公園体育館
１人500円
７月10日㈭まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

サマーホリデー事業ボランティア

　障がいのある子どもたちを見守り、一緒
に遊んでいただける人を募集します。

７月23日㈬～８月26日㈫の間で、土・日
曜日とお盆を除く17日間 ９:30～15:30

八日市南小学校または野口町自治会
館、ゆうあいの家、五個荘コミュニティ
センター、湖東コミュニティセンター別
館、能登川自治会館、せせらぎ

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

ジョギング教室後期受講生

８月21日～10月30日　19:30～21:00
　いずれも木曜日（全10回）

18歳以上のジョギング初心者
25人（申し込み先着順）
5,000円（保険料含む）　
８月17日㈰まで

布引グリーンスタジアム
　☎ 0748-20-1230　 0505-802-8801

楽しく泳ごう会参加者

７月20日㈰８:30～15:30
小学生以上の水泳愛好者（市内外問

わず）※小学３年生以下は保護者同伴
７月13日㈰までに、申込書を市内各プー

ルに提出してください。（小学生は学校に
提出可）

布引運動公園プール
　☎ 0748-25-0045　 0505-802-2538

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

種目：水泳競技
８月24日㈰　　 ７月９日㈬まで
県立障害者福祉センター（草津市）

種目：陸上競技
９月28日㈰　　 ７月30日㈬まで
皇子山陸上競技場（大津市）

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

情報公開・個人情報保護制度運用状況（平成25年度）
■情報公開制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：件）

実施機関 請求
決定区分

取り下げ
公開 部分公開 非公開 文書不存在

市長部局 77 ９ 61 １ ２ ４
教育委員会 ６ １ ３ － ２ －
選挙管理委員会 １ － １ － － －

合計 84 10 65 １ ４ ４

実施機関 請求
決定区分

取り下げ
開示 部分開示 不開示 文書不存在

市長部局 ６ １ ５ － － －
教育委員会 － － － － － －
選挙管理委員会 － － － － － －

合計 ６ １ ５ － － －
個人情報取扱事務登録件数　合計：1,137（市長部局：778　教育委員会：326　そのほか：33）

総務課　☎ 0748-24-5600　 0505-801-5600

■個人情報保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：件）
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情 報 コ ー ナ ー

夏の交通安全県民運動

　夏季のレジャー交通の増加や夏休み
にともなう園児・児童・生徒の屋外活動
の活発化などにより、交通事故の増加
が予想されます。一人ひとりが交通安全
意識を高め、交通ルールやマナーを守り、
交通事故に遭わないようにしましょう。
運動の期間：７月15日㈫～24日㈭
運動の基本：子どもと高齢者の

交通事故防止
交通政策課　　

　☎ 0748-24-5658　 0505-801-5658

人権のまちづくり協議会
役員が決定

　平成26年度人権のまちづくり協議会
の役員が決まりました。（敬称略）
会　長：増田　信夫　（湖東地区）
副会長：小松　安希子（能登川南地区）
副会長：山田　幸平　（御園地区）
各地区人権のまちづくり協議会会長

地　区 氏　名
平　　田 西 田　 紀 雄
市　　辺 木 田　 行 男
玉　　緒 周　防　　伊三雄
御　　園 山 田　 幸 平
建　　部 込 山　 昇 司
中　　野 深 田　 正 則
八 日 市 市　田　 　 務
南　　部 森　 繁 樹
永 源 寺 久 田　 幸 子
五 個 荘 坪 田　 寿 一
愛　　東 澤 田　 康 弘
湖　　東 増 田　 信 夫
能登川東 居原田　　善　嗣
能登川西 山　本　 　 均
能登川南 小　松　　安希子
能登川北 田井中　　繁　美
蒲　　生 岡 崎　 嘉 一

人権課
　☎ 0748-24-5621　 0505-801-5621

東近江市平和祈念式典

　戦争の悲惨さ、平和の尊さを市民のみな
さんとともに考える機会として開催します。

７月19日㈯10:00～11:15
愛東コミュニティセンター
社会福祉課

　☎ 0748-24-5644　 0505-801-5644

労働保険の年度更新

　事業主のみなさんは、７月10日㈭まで
に労働保険の年度更新をお願いします。
■申告書受付・相談会（東近江エリア）

７月８日㈫、９日㈬９:30～16:00
東近江労働基準監督署
滋賀労働局労働保険徴収室

　☎ 077-522-6520
　東近江労働基準監督署
　☎ 0748-22-0394

し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

７月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈰、21日㈷、26日㈯、
27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

地下水（井戸水）の利用について

　昨年度、市内の地下水環境調査で飲用
に適さないところがありました。地下水を
飲用されている人は、定期的に指定検査
機関で水質検査を受け、飲用に適してい
るか確認してください。
★飲用には上水道をおすすめします。
■地下水の環境調査に関する窓口

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633
　滋賀県東近江環境事務所
　☎ 0748-22-7758
■地下水の飲用に関する窓口

滋賀県東近江保健所 生活衛生担当
　☎ 0748-22-1266

手話通訳者の健康を
守るための学習会

　手話通訳者が、講演や体操を通じて
健康で活動を続けるコツを学習します。
講師：北原照代さん（滋賀医科大学）

７月27日㈰13:00～16:00
蒲生コミュニティセンター
市登録手話通訳者、手話通訳を利用

中または利用予定の市内在住の聴覚障
がい者、市内手話サークル会員

動きやすい服装、水筒、タオル
※筆記通訳が必要な場合は、７月17日
㈭までにご連絡ください。

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

夏休みまいぶん体験参加者

古代風の鏡をつくろう
　古代の技術と同じような方法でオリジ
ナル鏡をつくります。（全２回）

７月29日㈫、８月５日㈫13:30～15:30
小学５、６年生とその保護者

　※両日参加できる人
20組（希望者多数の場合は抽選）
１作品1,500円　 彫刻刀、タオル
往復はがきに「鏡作り申し込み」と明記

のうえ、保護者の住所、電話番号と、参
加者全員の氏名、年齢、希望作品数を記
入し、７月14日㈪必着で郵送してください。

埋蔵文化財センター
　〒 521-1225　山路町2225番地
　☎ 0748-42-5011　 0505-801-5011

親子でチャレンジ！健康エコクッキング

　ゴーヤなどを使ったクッキング、食と健
康についてのミニ講座などを実施します。

（東近江市さわやか環境づくり協議会主催）
８月２日㈯10:00～14:00
愛東コミュニティセンター
小学３、４年生とその保護者
10組（申し込み先着順）
大人500円、子ども300円　
７月18日㈮まで

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633
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