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INFOMATION

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

2014年特別企画「鈴鹿墨職人展」
12月２日㈫まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

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

「追求の先に…美を拓
ひら

くものたち」展Part２
（東近江の芸術を愛する会共催）

12月25日㈭まで
◇関連イベント「土曜日のm

モ ー ニ ン グ

orning c
カ フ ェ

afe！」
　企画展のアーティストと交流します。

11月１日、８日、15日、22日、29日
　いずれも土曜日、10:15～11:30
N
ニ ト ロ

itro E
イヴェンチュアル

ventual報告展
「世界大会で経験したこと、得たもの」

12月27日㈯まで
◇関連イベント　報告会

「世界大会で経験したこと、得たもの」
11月16日㈰①11:20から、②13:30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
11月５日㈬・19日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
11月６日㈭・20日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
11月13日㈭ 10:00～11:45　 500円

親子で楽しくリトミック
11月26日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　 １組300円

はもりべコンサート2014
11月30日㈰14:00開演
前売2,500円

（小学生以下1,500円）
※全席指定

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
11月５日㈬ 10:30開演
大人400円、子ども100円

コロッケコンサート
11月16日㈰18:30開演
前売5,000円

　当日5,500円（全席指定）
　※６歳未満の入場不可

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
11月５日㈬・19日㈬ 10:00～11:10
500円

有酸素運動とヨガで健康に
11月12日㈬ 10:00～11:30　
500円

八日市まちかど情報館  ☎ 0748-23-4528
　　　　　　　　　      050-8035-8083

本町「秋」パサージュ2014
　手作り作品や食品の
展示販売、実演など

11月２日㈰
　10:30～15:00

八日市本町商店街アーケード通り

11 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。相談時
　間は受付順。

11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）11月４日㈫８:30から

19日㈬ 13:00～15:30 愛東支所　ボランティア活動室
※電話予約受付（先着５人）11月12日㈬８:30から

25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）11月18日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士に
　よる相談

21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

４日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
６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 愛東支所　会議室３
18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
19日㈬ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談課
26日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

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

12日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

19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）
湖東支所　１階自治振興室

21日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
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

12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
ちょっと、いっぷくの会

19日㈬
19:30～21:30 愛東コミュニティセンター

ほっとミルク 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 21日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
カタクリの会 27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 ７日㈮、21日㈮
28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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東近江市民体育大会参加者

種目：バスケットボール
12月14日㈰　 湖東体育館
11月19日㈬まで（多数の場合は抽選）

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

ライフロング事業講座受講生

パソコン教室
①画像・ファイル管理総合コース

11月11日、18日、25日（全３回）
　いずれも火曜日、19:30～21:30

湖東コミュニティセンター
12人程度　 2,500円（教材別途）

②インターネット基礎～応用コース
11月14日、21日、28日（全３回）

　いずれも金曜日、19:30～21:30
湖東コミュニティセンター
12人程度　 2,500円（教材別途）

男のヨガ入門
11月13日㈭・27日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

整理収納アドバイス講座
① 年末のお片付け～気持ちよく新年を
迎えるための３つのポイント

11月15日㈯９:30～11:00
能登川コミュニティセンター　 500円

② 今年こそ年末にあせらないために③
　押入れ・納戸編

11月28日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館　 500円

ライフロング巡回講演会「虐待から学ん
だ、幸せの扉を開く鍵～命を守るために」

11月28日㈮19:30～21:00
八日市コミュニティセンター
11月29日㈯10:00～11:30
南部コミュニティセンター
11月29日㈯13:30～15:00
中野コミュニティセンター

薬膳料理講座「冬に向かう時期にぽか
ぽか薬膳」

11月30日㈰９:00～13:30
湖東コミュニティセンター　 10人程度　
1,500円（受講料、材料費含む）

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

消費者セミナー参加者

これで安心、旅行トラブルの法律知識
　旅行をめぐるトラブルの実態とその解
決策などについて学ぶ講演会です。

11月26日㈬ 13:30～15:30
蒲生コミュニティセンター
市内在住の人　
150人（申し込み先着順）
11月19日㈬まで

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

布引ダンスフェスティバル2015
出演チーム

平成27年３月８日㈰８:45～16:00
県内在住者が３人以上のチーム
50チーム（申し込み先着順）
１チーム2,000円

※平成27年１月22日㈭の事前説明会で
お支払いください。

11月17日㈪～ 12月７日㈰
※申込書を持参、FAX、郵送のいずれ
かの方法でお申し込みください。

布引運動公園体育館
　☎ 0748-25-2633　 0505-801-2633

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：親子ふれあいあそび）

開催日 開催場所

11月17日㈪ 湖東コミュニティセンター別館

11月18日㈫ ぷらざ三方よし

11月19日㈬ 蒲生コミュニティセンター

11月20日㈭ ウェルネス八日市

11月21日㈮ 能登川スポーツセンター武道館

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、新聞紙（１日分）

　カラー布ガムテープ（１巻）
11月４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

副音声映画の鑑賞会と交流会参加者

　視覚に障がいのある人を対象に、副
音声映画の鑑賞や交流会を実施します。

11月９日㈰10:00～15:00
能登川コミュニティセンター
視覚に障がいのある人とその家族　
50人（申し込み先着順）
700円（昼食代、希望者のみ）
日本網膜色素変性症協会滋賀県支部

　☎ 090-8826-8491（西村）
　☎ 090-7090-1483（田中）

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

秋季企画展「近江商人を育てた寺子屋
～立身出世は読み書きそろばんから～」

12月14日㈰まで
入館料（大人200円、小中学生100円）

◇関連イベント「寺子屋関係史跡探訪」
　五個荘川並町に現存する寺子屋と川
島俊蔵に関する史跡を歩いてめぐります。

11月15日㈯ 13:00～16:00（予定）
てんびんの里文化学習センター集合
20人（申し込み先着順）
300円（資料代、保険料）

◇「ギャラリートーク」
　学芸員の解説で企画展を観覧します。

11月23日㈷13:30から（40分程度）
入館料（大人200円、小中学生100円）

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

第110回企画展「国史跡　雪野山古墳」
12月７日㈰まで

猪子山探検隊～秋をみつけよう～
　猪子山で落ち葉や木の実を集めます。

11月15日㈯ 10:30～12:00
猪子山登山口集合
30人（申し込み先着順）
採集用のビニール袋、軍手、汚れて

もいい服装
雪野山古墳のガラス玉をつくろう
　バーナーを使ってガラス玉を作ります。

12月６日㈯ 13:30～15:00
15人（申し込み先着順）※小学生低

学年は保護者同伴
300円（材料費）　 11月５日㈬から
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INFOMATION

環境美化の日　清掃活動

　12月１日の「環境美化の日」にあわせ、
清掃活動を行います。

12月２日㈫９:30～11:30（雨天中止）
愛知川左岸道路（阿弥陀堂町地先葉

枝見橋北詰の愛知川河川敷駐車場集合）
※当日はごみ袋をお渡しします。

廃棄物対策課
　☎ 0748-24-5636　 0505-801-5636
◆実施の有無は、８:00以降にテレフォン
サービス（☎ 0748-24-1241・1242）まで

国際交流事業参加者

❶世界の扉　イタリア・サルディーニャ編
　イタリアに在住経験があるモリコーニ直美
さんから文化や観光についてお話を聞きます。

11月８日㈯11:00から
東近江国際交流協会（八日市緑町）
20人（申し込み先着順）
800円（本場のパスタ・ドリンクつき）

❷世界の扉　中国・常徳市編
　中国湖南省常徳市からの行政研修生、
曹又丹さんから文化や観光についてお話
を聞きます。

11月15日㈯11:00から
東近江国際交流協会（八日市緑町）
20人（申し込み先着順）
500円（お菓子・ドリンクつき）

❸小中高生英語スピーチコンテスト出場者
　出場者の好きなテーマで英語による
スピーチをしてください（３分以内）。原
稿を見ながらスピーチしても構いません。

12月21日㈰13:00～15:00
太子ホール（八日市町）
市内在住または在学で英語を母語と

しない小中学生、高校生
12月１日㈪までに郵送、FAX、メール

のいずれかで学校名、学年、氏名（ふり
がな）、連絡先を明記の上、原稿を添えて
お申し込みください。
上記❶❷❸の申し込み・問い合わせ先

東近江国際交流協会
〒527-0023　東近江市八日市緑町1-9
　 ・FAX 0505-802-9606
　（電話受付：月～金 10:00～16:00）
　メール hifa@e-omi.ne.jp

東近江市駅伝競走大会参加者

12月７日㈰８:30から
布引グリーンスタジアム発着

種　目 距離
１部 市民地区対抗

17.1km/ ５区間

２部 一般

３部 一般女子

４部 中学生男子

５部 中学生女子

６部 スポーツ少年団 9.6km/ ５区間

※詳しくはお問い合わせください。
11月20日㈭まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

百済寺ウォーク参加者

　秋深まる愛東地区を約8.0km歩きます。
11月30日㈰８:30～11:30
愛東支所前駐車場集合
80人（小学生以下は保護者同伴）
帽子、水筒、タオル　 11月26日㈬まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

県民のための成年後見制度
活用セミナー受講生

　成年後見制度の普及に向けて、大阪
市立大学大学院の岩間伸之教授による
基調講演やシンポジウムを開催します。

12月７日㈰13:30～16:30
湖東信用金庫本店５階大ホール（青葉町）
11月30日㈰まで
（公社）滋賀県社会福祉士会

　☎ 077-518-2640

ようかいち・まちゼミ受講生

　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。

11月８日㈯～12月７日㈰
八日市駅前および周辺エリアの商店街
11月４日㈫から各店舗にて順次、受付し

ます。※店舗により受付日、開催日時が異な
ります。詳しくはお問い合わせください。

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

東近江元旦健康マラソン大会
参加者・運営スタッフ

平成27年１月１日㈷ ８:50から
布引グリーンスタジアム発着

種　目 距離
１部 一般男子（40歳以上）

10km
２部 一般男子（39歳以下）

３部 高校男子

４部 一般女子（高校生含む）

５部 一般男子（高校生含む）

５km
６部 一般女子

７部 高校女子（中学生含む）

８部 中学男子

９部 中学女子

３km
10部 小学男子（３年生以上）

11部 小学女子（３年生以上）

ジョギングの部（小学生以上）

※年齢の基準日は大会日当日とします。
1,400人（申し込み先着順）
一般男女10km：2,000円

　一般男女５km：1,500円
　高校生以下、ジョギングの部：1,000円
　（傷害保険料含む）

11月11日㈫まで
◆大会運営スタッフ

高校生以上　
11月21日㈮まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

脳力アップ学習教室参加者

　65歳以上の人を対象に、「読み書き」や
「簡単な計算」を通して認知症を予防しま
す。また、毎日10分程度の自宅でもでき
る教材を通して脳力アップを図ります。

12月４日～平成27年３月19日（全15回）
　いずれも毎週木曜日 ※年末年始を除く
◆開催場所および申し込み先
①八日市保健センター 10:00～11:30
　☎ 0748-23-5050　 0505-801-5050
②五個荘コミュニティセンター14:00～15:30
　 能登川保健センター
　☎ 0748-42-8702　 0505-801-8702

65歳以上　
2,260円×４か月（教材費）
各会場12人（申し込み先着順）
健康推進課

　☎ 0748-24-5646　 0505-801-5646
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東近江市子ども芸術展

　市内保育園、幼稚園、小・中学校お
よび県立八日市養護学校に在籍する子
どもたちの作品（絵画・工作・粘土・書
写など）約1,500点を展示します。

11月７日㈮～13日㈭９:00～17:30
※10日㈪は休館、13日㈭は12:00まで

八日市文化芸術会館
学校教育課

　☎ 0748-24-5671　 0505-801-5671

滋賀県最低賃金が改定されました

　滋賀県の最低賃金は、平成26年10月
９日から１時間746円になりました。
　雇用形態を問わず、県内の事業所に雇
用されるすべての労働者に適用されます。

滋賀労働局賃金室 ☎077-522-6654
　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）

11月
１日㈯、２日㈰、３日㈷、８日㈯、
９日㈰、15日㈯、16日㈰、22日㈯、
23日㈷、24日（振休）、29日㈯、30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

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

　

　夫やパートナーからの暴力、職場での差
別やセクシャルハラスメントなど、女性の人
権に関わる問題について相談に応じます。

「女性の人権ホットライン」☎ 0570-070-810
11月17日㈪～21日㈮８:30～19:00

　11月22日㈯・23日㈷10:00～17:00
※電話がつながりにくい場合があります。
その際は、下記へご相談ください。　

大津地方法務局人権擁護課
　☎ 077-522-4673

木造住宅無料診断

　昭和56年５月31日までに建築された
市内の木造住宅に対し、耐震診断員に
よる無料の耐震診断を実施しています。
※診断対象の住宅には要件があります。

30戸（申し込み先着順）
11月28日㈮までに、申込書および建

築時期のわかる書類（建築確認済証、
登記済証、固定資産税課税明細書など）
の写しを添えてお申し込みください。

建築指導課
　☎ 0748-24-5656　 0505-801-5656

雪野山古墳展（平田地区文化祭）

　雪野山古墳で出土した実物銅鏡１点
のほか石室の原寸大模型を展示します。

11月９日㈰10:00～15:00
平田コミュニティセンター（銅鏡展示）

　トレーニングセンター（石室展示）
埋蔵文化財センター

　☎ 0748-42-5011　 0505-801-5011

手話公開講座

「手話の基礎知識」（講義）
　身振りと手話の違い、日本の手話の
歴史、特徴などについて学習します。

11月25日㈫19:00～21:00
市役所東庁舎東A会議室
市内、日野町、竜王町に在住・在勤・

在学（高校生以上）の人
※要約筆記が必要な場合は、11月18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

児童扶養手当と公的年金などの
併給制限の見直し

　平成27年４月期（12月～平成27年３月分）
から、公的年金などを受給できる場合で
も、年金額が児童扶養手当額を下回ると
きは、その差額分の手当が支給されるこ
とになりました。申請方法などは詳細が
決まり次第、改めてお知らせします。

こども家庭課
　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643

16日㈰は家族ふれあいサンデー

　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。
＊11月の対象外施設
　永源寺温泉八風の湯、湖東プール

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

東近江市芸術文化祭イベント

東近江市役所・本庁舎新館ロビーJAZZ
コンサート（出演：caught in swing）
　市役所ロビーがコンサートホールに様変
わり。JAZZのサウンドをお楽しみください。

11月15日㈯16:00開演
本庁舎新館ロビー ※自由席

芸能フェスティバル
　市内活動団体のステージ発表です。
お楽しみ抽選会もあります。（要抽選券）

11月23日㈷10:00開演
八日市文化芸術会館 ※自由席

春野恵子の浪曲一直線！
　わかりやすい解説付きで浪曲の世界
へご案内します。

11月24日（振休）13:30開演
八日市文化芸術会館 ※自由席

◆秋の映画まつり
「ペコロスの母に会いに行く」

11月28日㈮19:00から　 1,000円
八日市文化芸術会館 ※自由席

「パンダコパンダ」/「キリクと魔女」
11月29日㈯13:30から
八日市文化芸術会館 ※自由席
東近江市芸術文化祭実行委員会

（生涯学習課内）
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

「女性に対する暴力を
　 なくす運動」です

11月12日㈬～25日㈫は

■「グッドパートナーセミナー」
　デートDVを切り口に、DV（ドメス
ティックバイオレンス）全般の認識を
深めます。

11月20日㈭16:20から
びわこ学院大学（布施町）
16歳以上
男女共同参画課

　☎ 0748-24-5624　 0505-801-5624
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