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で愛ふれ愛 婚活セミナー
～ひらこう！ 幸せのトビラ～
国際交流イベント参加者
世界の料理教室「チェコ料理」
料理を作って味わいながら、チェコの
文化に親しみます。
３月15日㈰10:00～14:00
永源寺コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）
500円
エプロン、筆記用具
東近江国際交流協会
・FAX 0505-802-9606
（電話受付：月～金 10:00～16:00）
メール hifa@e-omi.ne.jp

ライフロング事業講座受講生
リトミックひろば１日体験講座
３月３日㈫ 10:00～11:30
湖東コミュニティセンター
400円
整理収納アドバイス講座～冬物お片づけ～
３月７日㈯９:30～11:00
能登川コミュニティセンター
500円
ハーブボールヨガで健康に
～肌の新陳代謝促進、美肌・美白効果～
３月７日㈯ 10:00～11:30
能登川コミュニティセンター
1,000円（参加費、
材料費）
スッキリ交換会 vol. ２
実践！「捨てられない」を終わらせよう
３月７日㈯ 13:30～15:30
能登川コミュニティセンター
男のヨガ入門
３月12日㈭・26日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館
500円

平成27年度 ライフロング講座
＝３月27日㈮９:00から受付開始＝
八日市文化芸術会館や市内コミュ
ニティセンターを会場に、さまざまな
講座を開催します。講座の詳しい内
容は、３月中旬に発行する募集チラ
シをご覧のうえお申し込みください。
八日市文化芸術会館
0505-801-6862
☎ 0748-23-6862

講演「婚活のススメ
～結婚へ本気で進もう～」
マスコミでもおなじみの婚活コンサル
タントが、婚活のコツを伝授します。
講師 NPO法人花婿学校代表 大橋清朗さん
３月15日㈰13:30～15:00
あいとうマーガレットステーション
婚活中の人やこれから始めようとして
いる人。子どもの結 婚にお悩みの人。
婚活の取り組みに興味がある人
100人（当日先着順）
共催：東近江市まちづくり協議会合同
事業実行委員会、NPO法人まちづくり
ネット東近江
まちづくり協働課
0505-801-5623
☎ 0748-24-5623

ウェルネス スポーツ講座受講生
ウォーキングエクササイズ※予約不要
４月15日～12月16日（月２回水曜）
１回500円
10：00～11：10
50歳からのフィットネス
５月８日～平成28年３月11日
（月２回金曜）
13:30～15:00
14,000円（全21回）
健康太極拳
５月９日～平成28年２月20日
（月３回土曜）
９：30～11：00
17,000円（全28回）
リフレッシュヨガ
５月14日～平成28年３月３日
（月３回木曜）
10:00～11:30
17,000円（全28回）
初めてのハワイアンフラ
５月16日～平成28年２月20日（月２・３回
14,000円
（全21回）
土曜）
13:00～15:00
初めてのベリーダンス
５月18日～11月30日（月２回月曜）
11,000円（全15回）
19:00～20:00
ストリートダンス
５月18日～平成28年２月29日
（月３回月曜）
20:00～21:00
17,000円（全28回）
初めてのバレトン
５月19日～12月１日（月２回火曜）
11,000円（全15回）
13:00～14:00
３月24日㈫９:00から受付開始（申し込み
先着順）
。
受講料を添えてお申し込みくださ
い。※文化講座は４月２日㈭から受付開始
ウェルネス八日市
0505-801-1137
☎ 0748-22-8800

健康推進員養成講座受講生
食生活の改善や生活習慣病の予防な
ど、市民の健康づくりの推進に取り組む
サポーターの養成講座です。
内容：講義、調理実習、軽い運動など
５月～12月の間で８日間（35時間）
満20歳以上の市民で、平成28年度か
ら健康推進員として活動できる人
調理実習の材料費
３月31日㈫まで
健康推進課
0505-801-5646
☎ 0748-24-5646
または各保健センター

親子教室の保育ボランティア
市内保健センターにて月２回程度実施
している親子教室で、０～２歳未満の
子どもを保育していただけるボランティ
アを募集します。
ご協力いただける人は、八日市保健
センターまでご連絡ください。
八日市保健センター
0505-801-5050
☎ 0748-23-5050

能登川博物館

☎ 0748-42-6761
0505-801-6761

第17回「能登川中学校卒業制作展」
３月８日㈰まで ※最終日は13:00まで
第112回企画展「鈴鹿山脈の草花」
鈴鹿山脈に自生する植物や花を紹介
３月11日㈬～４月19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
３月11日㈬ 10:00～11:30

東近江大凧会館

500円

☎ 0748-23-0081
0505-801-1140

いろんなおひなさん飾ってみました♪
「ひな人形の凧展」
期間中の日曜日には、小学生以下の
お子さんに雛あられをプレゼント。
（各
日先着20人）
３月16日㈪まで
入館料（大人300円、小中学生150円）

3八日市まちかど情報館 ☎ 0748-23-4528

050-8035-8083

本町「春」パサージュ2015
八日市本町商店街アーケード通りで、
手づくりの 作品や食品の展 示・販売、
実演などを行います。
３月14日㈯ 10:30～15:00
八日市本町商店街アーケード通り

近江商人博物館

☎ 0748-48-7101
0505-802-3134

商家に伝わるひな人形めぐり
３月29日㈰まで
入館料（大人200円、小中学生100円）
花結びを体験！～こけしを結ぶ～
花結びでかわいいこけし飾りを作ります。
３月22日㈰13:30～15:00
てんびんの里文化学習センター
30人（申し込み先着順）
500円（材料費）

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
３月４日㈬・18日㈬ 10:00～11:30
500円
簡単！リズム体操
３月５日㈭・19日㈭ 10:00～11:30
300円
音楽の散歩道
木管アンサンブル
（ブーケ・デ・ノートさん）
３月12日㈭ 10:00～11:45
500円
人形劇団森のどんぐりさん結成20周年
記念講演
「てぶくろをかいに」
「だごだご ころころ」
３月15日㈰11:00開演（10:30開場）
100人（当日先着順）
三遊亭小遊三 林家正蔵 二人会
３月21日㈷14:00開演（13:30開場）
前売：3,000円（当日500円増）
※全席指定
親子で楽しくリトミック
３月25日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者
１組300円
京フィルとあそぼう！
はじめてのクラシックコンサート
３月29日㈰11:00開演（10:30開場）
前売：大人1,800円、
子ども500円、
親子ペ
ア2,000円（当日各300円増）
※全席自由
※０歳児の入場可。０～２歳はひざ上無
料（別途席が必要な場合は有料）
。子ど
も料金の対象は、３歳～小学６年生まで。

３ 月 の市民相談
相談項目
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。

登記・相続相談
※司法書士
による相談

行政相談

※行政相談委員
による相談

一般相談

相談日

相談時間

相談場所

10日㈫

市役所 市民生活相談課
13:00～16:30
※電話予約受付（先着７人）３月３日㈫８:30から

18日㈬

13:00～15:30

永源寺コミュニティセンター２階203会議室
※電話予約受付（先着５人）３月11日㈬８:30から

24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）３月17日㈫８:30から

20日㈮

13:00～16:00 市役所

５日㈭

９:00～12:00 永源寺コミュニティセンター２階201会議室

12日㈭

９:00～12:00 愛東支所

17日㈫

９:30～12:00 五個荘支所

18日㈬

13:30～16:00 湖東支所

１階自治振興室

25日㈬

９:00～12:00 蒲生支所

２階201会議室

27日㈮

９:30～12:00 市役所

市民生活相談課

月～金曜日

９:00～12:00
市役所
13:00～16:00

市民生活相談課

人権課
特設人権
なんでも相談

※人権擁護委員
による相談

☎ 0748-24-5616（直通）
0505-801-5616

市民生活相談課

市民生活相談課

会議室３
１階相談室

☎ 0748-24-5620

0505-801-5620

11日㈬

９:00～12:00 蒲生支所

18日㈬

ショッピングプラザアピア
（八日市浜野町）
13:00～16:00
湖東支所

20日㈮

２階201会議室

１階自治振興室

９:00～12:00 能登川保健センター
福祉総合支援課

４階研修室Ｂ

１階相談室

☎ 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
じゃがいもの会

11日㈬

９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター
13:00～15:00 能登川保健センター

ほっとミルク
ほのぼの会

９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス
（八日市上之町）

18日㈬

13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
19:30～21:30 愛東コミュニティセンター

ちょっと、いっぷくの会
コスモスの会

20日㈮

10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

カタクリの会

26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

成年後見制度の利用に関する電話相談（市委託事業）
東近江圏域成年後見サポート
月～金曜日
☎ 0748-46-8128
センター E－SORA（いいそら） ９:00～17:00
NPO法人まちの相談室よりそい
子どもに
関する相談
心のやすらぎ相談
消費生活相談

月～金曜日

月・火・水・金曜日
☎ 0748-56-1085
９:00～17:00
８:30～17:15

市役所別館１階
こども支援センター ☎ 0748-24-5663
※上記以外で緊急の場合は、市役 ・ぎゃくたいほっとライン ☎ 0748-24-5687
所代表番号
（0748-24-1234） ・でんわ相談 ☎ 0748-24-1111
６日㈮、20日㈮
予約が必要
９:15～12:30
27日㈮
男女共同参画課
月～金曜日

☎ 0748-24-5624

９:00～12:00 消費生活センター（市民生活相談課内）
13:00～16:00 ・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。

◎記号説明
（日時）
、 （場所）
、 （対象）
、 （定員）
、 （費用）
、 （持ち物）
、 （申し込み）
、 （問い合わせ）、 （IP電話）
＊費用の記載がないものは無料 ＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください
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３月１日～７日

子ども予防接種週間
４月からの入園・入学に備えて必
要な予防接種を受け、病気を未然
に防ぎましょう。

※期間中は、通常 診 療以外 の土・
日曜日も予防接種が受けられます。
医療機関や日時は、市ホームページ
でお知らせします。
東近江医師会
☎ 0748-24-1441
（土・日・祝を除く）

し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯
３月 15日㈰、21日㈷、22日㈰、28日㈯
29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
0505-801-5633
☎ 0748-24-5633

東近江医療圏がん診療市民公開講座
「がん治療・もっと知ろうがんのこと」
第１部：講演
① 肺がん治療について
② 大腸がん治療について
③ がん患者の精神症状について
東近江総合医療センター、
近江八幡市
立総合医療センター、滋賀医科大学医学
部附属病院の専門医師による講演です。
第２部：もっと知ろうがんのこと
「専門のスタッフとディスカッション」
がん治療に携わる専門スタッフが、治
療現場での体験など、意見を交わします。
３月22日㈰13:30～15:30
国立病院機構東近江総合医療センター
きらめきホール（五智町）
200人（当日先着順）
滋賀医科大学医学部附属病院
医療サービス課 ☎ 077-548-3625

INFOMATION

軽自動車の廃車手続きはお早めに

軽自動車税の減免手続き

福祉の職場総合就職フェア

軽自動車税は、毎年４月１日現在に
軽自動車、バイク、農耕用車両、ミニカー
を所有または使用している人に課税され
ます。
すでに車両を処分したり、他人に譲っ
たりした場合でも、廃車や名義変更をさ
れないと平成27年度の軽自動車税が課
税されます。
手続きがお済みでない人は、遅くとも
３月31日㈫までに下記の場所で手続き
をお願いします。
①原動機付自転車（125cc以下）・農耕
用車両・ミニカーなど
市民税課
0505-801-5604
☎ 0748-24-5604
または各支所
②軽二輪（125cc超 250cc以下）・小型
二輪（250cc超）
滋賀運輸支局
☎ 050-5540-2064
③軽自動車（三輪・四輪）
軽自動車検査協会滋賀事務所
☎ 050-5540-2064

身体または精神に障害のある人のた
めに使用される軽自動車は、申請により
軽自動車税が減 免され
る場合があります。減免
を受けるためには、毎年
４月１日時点で、一定の
要件に該当していることが必要です。
詳しくはお問い合わせください。
市民税課
0505-801-5604
☎ 0748-24-5604

滋賀県内で職員採用予定のある福祉
施設（93事業所）が一堂に会します。
３月10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
「先輩職員さんの就職活動
を知ろう！」
● 就活！ブースの回りかたを攻略しよう！
●ブースを探そう！自分作戦タイム
13:00からの説明会に向けて資料を念
入りにチェックして、自分なりのブースを
回る作戦を練ろう！
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 介護福祉
人材センター ☎ 077-567-3925

15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。
＊３月の対象外施設 ・湖東プール
生涯学習課
0505-801-5672
☎ 0748-24-5672

平成27年版

市立学校体育館などの利用登録
４月以降に市内小中学校の体育館、
グラウンド、武道場などの利用を希望さ
れる団体は、
「利用団体登録書」を提出
してください。あわせて３月に各地区で
開催する講習会への参加が必要です。
３月６日㈮まで（郵送可）
※詳しくはお問い合わせください。
スポーツ課
0505-801-5674
☎ 0748-24-5674

豊郷病院公開セミナー
テーマ：知っていますか？認知症のこと…
豊郷病院の認知症疾患医療センター
長による、認知症との付き合い方や受け
止め方などについての講演です。
３月28日㈯ 14:00～15:30
豊郷病院（豊郷町八目）
（公財）豊郷病院 地域連携室
☎ 0749-35-3001

農地の賃借料情報

農地の賃貸借の参考にしていただくための賃借料情報です。実際の契約にあたって
は、貸し手と借り手の両者でよく話し合ったうえで契約してください。 ＜10aあたり＞
地域

平均額

最高額

最低額

データ数

八日市

8,400円

14,000円

3,600円

379

備考
田

永源寺

7,000円

11,000円

3,000円

57

田

五個荘

7,400円

11,300円

3,100円

295

田

愛東

8,000円

13,500円

3,000円

181

田

湖東

7,100円

10,900円

2,500円

378

田

能登川

8,700円

15,300円

4,000円

569

田

蒲生

7,100円

12,000円

3,600円

402

田

※この情報は、平成26年１月～12月に農地法や農用地利用集積計画（利用権設定）
によって賃貸借された農地の賃借料を集計したものです。
農業委員会事務局 ☎ 0748-24-5682
0505-801-5682

児童扶養手当と公的年金などの
併給制限の見直し
平成26年12月から、公的年金などの
受給者で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。詳しくは市
ホームページをご覧いただ
くか、こども家庭課まで
お問い合わせください。
原則、申請月の翌月からの支給となり
ます。
こども家庭課
0505-801-5643
☎ 0748-24-5643

【４月から】行政書士の無料相談
４月から滋賀県行政書士会湖東支部
の行政書士による無料相談会を開催し
ます。
相続や契約書、遺言、内容証明、離
婚といった届出書類の書き方など手続
きの相談に応じます。
偶数月の第２水曜日13:00～15:30
市役所 市民生活相談課
市内在住の人
５人程度（申し込み先着順）
滋賀県行政書士会湖東支部
担当：貝沼行政書士
☎ 0748-23-6213

布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生
障害予防のための体力づくり
「リハビリクラブ」
参加者
運動機器でのトレーニングやグループ
体操をします。
毎週火曜・金曜日 14:00～16:00
体 に障 害があり、
生活体力の維持・向
上のために運動を希
望される人
１回200円
※送迎はありません。
湖東リハビリステーション
0505-801-3560
☎ 0749-45-3560

配食サービス見守り事業 事業者
安否確認が必要で、なおかつ食事の
確保ができない高齢者を対象に、配食
サービス見守り事業を実施しています。
自宅を訪問して食事を直接 手渡し、
安否確認をしていただける事業者を募
集します。
■弁当代（原材料費）
弁当代は事業者が決定し、利用者が
直接負担します。
■安否見守り料
１回の配食につき280
円を市が支払います。
※詳しくはお問い合わ
せください。
長寿福祉課
0505-801-5645
☎ 0748-24-5645

ストレッチエアロ ※予約不要
４月３日～６月19日（毎週金曜）
１回500円
13：30～14：30
50才からの身体づくり（☆）
４月２日～６月25日（毎週木曜）
8,500円（全10回）
13:30～14:30
コアバランスヨガ
４月２日～６月25日（毎週木曜）
Ⓐ 19:00～20:00 Ⓑ 20:15～21:15
8,500円（全10回）
バレトン（☆）
４月４日～６月20日（月２回土曜）
5,100円（全６回）
13:30～14:30
骨盤エクササイズ（☆）
４月６日～６月15日（月２回月曜）
5,100円（全６回）
19:00～20:00
ZUMBA（ズンバ）
（☆）
４月６日～６月22日（毎週月曜）
7,000円（全10回）
20:15～21:00
スタイルupウォーキング＆ボールエクサ
サイズ（☆）
４月７日～６月23日（毎週火曜）
8,500円（全10回）
10:00～11:00
LGスポーツ（☆）
４月７日～６月23日（毎週火曜）
Ⓐ 19:00～20:00 Ⓑ 20:10～21:10
8,500円（全10回）
16歳以上
３月16日㈪９:00から
受講料を添えてお申し込みください
（電
話不可）※お子様連れの受講は不可
500円
※（☆）は、
１回のみ体験可
布引運動公園体育館
0505-801-2633
☎ 0748-25-2633

市営住宅入居者募集
団地名（所在地） 戸数

構

造

間取り

月額家賃

敷

金

ひばり丘（ひばり丘町） ２戸 中層耐火３階建 ２LDK 19,700～33,100円 59,100～99,300円
清水（清水二丁目）
単身入居可

松原（山上町）

１戸 簡易耐火２階建 ２DK 10,700～15,900円 32,100～47,700円
１戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,800～34,000円 68,400～102,000円

簗瀬
（五個荘簗瀬町） １戸 中層耐火３階建 ３DK 18,600～27,700円 55,800～83,100円
神郷（神郷町）
単身入居可

１戸 簡易耐火２階建 ３DK 13,900～20,700円 41,700～62,100円

◆入居可能日＝平成27年３月31日㈫から ※入居可能日から家賃が必要
３月２日㈪～９日㈪（土・日を除く８:30～17:15） ※住宅課で相談後、住宅課へ書類
を提出。入居申し込みには、資格条件があります。 選考方法＝応募多数の場合は、市営
住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。
住宅課 ☎ 0748-24-5652
0505-801-5652

◎記号説明
（日時）
、 （場所）
、 （対象）
、 （定員）
、 （費用）
、 （持ち物）
、 （申し込み）
、 （問い合わせ）、 （IP電話）
＊費用の記載がないものは無料 ＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください
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