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■編集・発行　東近江市企画部広報課
〒 527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番５号

（代表）☎ 0748-24-1234／0749-46-2100
　　　 050-5801-1234

（直通）☎ 0748-24-5611
　　　 050-5801-5611
　　　FAX 0748-24-1457
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

■広報ひがしおうみ配布のご案内
　毎月１日、新聞折込で配布しています。
また、市内の公共施設に設置している
ほか、市ホームページで閲覧できます。　　
　設置している公共施設などについて、
詳しくは市ホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。

■本市の人口（平成27年５月１日）
　人口：115,529人（ー2）
　男性：57,307人（＋3）
　女性：58,222人（－5）
　世帯数：42,296世帯（＋100）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　「広報ひがしおうみ」は、新聞折込で
配布するとともに、市ホームページに加
えて、いつでも手軽に読めるスマートフォ
ンやタブレット端末でも閲覧できるよう
になりました。あなたが表紙の広報紙
も贈呈しますので、より多くの人に広報
紙を読んでもらい、市の情報を知るこ
とで、もっと「東近江市」に関心や愛着
を持ってほしいです。（か）　

平成27年６月１日発行
（通巻125号）

広

告

有

料

お知らせお知らせ

びわこの日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」に合わせた、
ボランティアによる一斉清掃です。

７月１日㈬９:00～ 11：30（雨天決行）
能登川漁業協同組合漁港

　（栗見出在家町）
※駐車場が少ないため、能登川図書館
から出る送迎バス（８:30発）をご利用く
ださい。

廃棄物対策課
　☎ 0748-24-5636　 050-5801-5636

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

６月 ６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、
20日㈯、21日㈰、27日㈯、28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　 050-5801-5633

伊庭内湖外来魚駆除釣り大会

　美しい日本の原風景を守り、フナや
モロコでいっぱいの伊庭内湖を取り戻し
ましょう。（伊庭の里湖づくり協議会主催）

６月13日㈯10:00～14：00
　（受付9：30から）

能登川水車とカヌーランド
※小学生以下は保護者同伴
※エサ、釣り竿の無料貸し出しあり
　　（先着200人、１家族２本まで）

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633

障害者相談員にご相談ください

　障害者（身体・知的）相談員のみなさ
んです。お困りのときはご相談ください。
身体障害者相談員

氏　名 住　所 電話番号
林　巌 下麻生町 0748-55-0782

田中　弘 佐野町 0748-42-3761
村林　嵩雄 川南町 0748-42-0401
中村　輝夫 青野町 0748-27-0675

脇　眞澄 乙女浜町 0748-45-0077
池田千栄子 山上町 0748-27-1059
矢守　昌博 五個荘山本町 0748-48-2392
西村　裕子 五個荘河曲町 0748-48-7374
山名　保男 沖野二丁目 0748-22-4474
西野　哲夫 妙法寺町 0748-23-0762
中村専一郎 中戸町 0749-46-1622
澤村　康夫 中里町 0749-45-0649

夏原　稔 東沖野五丁目 0748-23-4433
川元喜代司 市辺町 0748-24-2039

大森新七郎 昭和町 FAX
0748-22-8596

知的障害者相談員
氏　名 住　所 電話番号

安井　治 鋳物師町 0748-55-0770
井田さだ子 幸町 0748-22-2307
谷田惠美子 箕川町 0748-29-0075
山川美智子 五個荘石馬寺町 0748-48-2239
黄地久美子 長町 0749-45-0533

辻　静子 種町 0748-42-5168

※いずれも任期は平成29年３月31日まで
障害福祉課

　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640
　FAX 0748-24-5693

能登川清掃センターのお休み

　機械の点検と修理を行うため、粗大
ごみ・不燃ごみなどが搬入できません。

６月15日㈪・16日㈫
廃棄物対策課

　☎ 0748-24-5636　 050-5801-5636
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男女共同参画をめざす講演会

◆～男女共同参画推進条例制定記念～
「女（ひと）と男（ひと）のよりよい関係」
講師：山本コウタロー（歌手、白鴎大学教授）
　東近江市民大学と共催で講演会を開
催します。事前にお申し込みください。
※市民大学受講生は申込不要
※特別公開講座のため聴講無料

７月11日㈯ 13:30～（講演会14：00から）
八日市文化芸術会館

人権・男女共同参画課
　☎ 0748-24-5620　 050-5801-5620

第11回東近江よかよかまつり

　障害のある人と地域のみなさんとの
交流の場として開催します。ステージ
発表や作業所自主製品の展示、軽食の
模擬店などがあります。

６月13日㈯ 10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課

　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640
　FAX 0748-24-5693

21日㈰は家族ふれあいサンデー

　18歳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。

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

７月６日㈪から能登川支所移転

　支所業務を別館仮事務所から本館へ
移転します。なお、移転作業のため７月
４日㈯・５日㈰は自動交付機がご利用
いただけません。
　ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

能登川支所
☎ 0748-42-1331　 050-5801-1331

ご存知ですか？おりづる会

　公益財団法人おりづる会とは、交通
事故によって父もしくは母または両親を
なくされた県内在住の子どもたちを経済
的・精神的に援護する団体です。活動内
容など詳しくはお問い合わせください。

（公財）おりづる会事務局
　（県交通戦略課内）☎ 077-528-3682

特定計量器（小型はかり）の定期検査

　事業所で取引や証明に使用する「特
定計量器」の定期検査です。
◆検査日程

地区 日時・場所

永源寺 ７月２日㈭10:00～12：00
旧永源寺支所車庫

五個荘 ７月３日㈮10:00～12：00
ぷらざ三方よし

蒲生 ７月３日㈮13:30～15：30
蒲生支所公用車庫

八日市 ７月６日㈪10:00～15：00
東近江市役所本庁公用車庫

愛東・湖東 ７月７日㈫10:00～14：00
湖東支所駐車場

能登川 ７月９日㈭10:00～15：00
能登川図書館公用車庫

※今まで受検していない計量器をお持
ちの場合は事前にご連絡ください。

商工労政課
　☎ 0748-24-5565　 050-5801-5565

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４日㈯　 県立長浜ドーム（長浜市）
６月３日㈬まで
◆ボウリング

７月26日㈰　 ボウル滋賀（湖南市）
６月10日㈬まで

障害福祉課
　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640
　FAX 0748-24-5693　または各支所

日本語ボランティア養成講座

　日本語教室や市内小中学校での日本
語指導に必要な基礎知識を学びます。
講師：吉岡俊之さん（ボランティア日
本語教室スマイル代表）

６月24日㈬、７月１日㈬、８日㈬、15日㈬、
22日㈬　いずれも13：30～15：30

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（資料代）
電話、FAX、メールにて、氏名、住所、電

話番号を明記の上お申し込みください。
（電話受付は月～金の10：00～16：00）

東近江国際交流協会
　 ・FAX　050-5802-9606
　メール：hifa@e-omi.ne.jp

ウェルネス講座受講生

◆ウォーキングエクササイズ
６月３日㈬、17日㈬10：00～11：10
500円

◆有酸素運動とヨガで健康に
６月10日㈬10：00～11：30　 500円

ウェルネス八日市
　☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137
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（平成27年度スローガン）

＜第57回水道週間＞
６月１日㈪～７日㈰

 水道課
 ☎ 0748-22-2061　 050-5801-2061

（平成27年度スローガン）

カラカラで
　蛇口に飛び込む　僕の口
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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

６月15日㈪ 湖東コミュニティセンター別館

6月19日㈮ 布引運動公園体育館

６月22日㈪ せせらぎ（市子川原町）

６月24日㈬ 能登川スポーツセンター武道館

６月29日㈪ さくらんぼ幼児園

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、タオル、ペットボトル

のキャップ（２個）
❷のびのび親子の教室「赤ちゃんといっしょ」
　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

７月７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫
◇湖東保健センター

７月８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
◇蒲生コミュニティセンター

７月９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
◇能登川保健センター

７月16日㈭、23日㈭、30日㈭、８月６日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成26年７月～平成27年１月生まれ
の子と母親

各会場10組（申し込み先着順）
６月８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

「米寿」記念写真撮影します

　満88歳を迎える人に「米寿」を祝う記
念写真を撮影・掲額し、贈呈します。

昭和２年１月１日～12月31日生まれの
市内在住者　　 ６月19日㈮まで

市社会福祉協議会　地域福祉課
☎ 0748-20-0555　 050-5801-1125

滋賀県民体育大会参加者

種目：ホッケー／レスリング／セーリング
／ハンドボール／自転車／相撲／馬術／
ライフル射撃／アーチェリー／クレー射
撃／なぎなた／ボウリング
　本市の代表として参加していただける
選手を募集します。参加資格や日時な
ど詳しくはお問い合わせください。

６月10日㈬まで
※申込多数の場合は予選あり

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

第11回東近江市民体育大会参加者

◆剣道
６月７日㈰　 布引運動公園体育館
６月５日㈮まで　※当日参加も可

◆ソフトテニス
６月21日㈰　 ひばり公園テニスコート
６月12日㈮まで
◆テニス

６月28日㈰
ひばり公園テニスコートほか
６月18日㈭まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

第９回ディスコン大会参加者

６月28日㈰8：45から（受付8：15から）
布引運動公園体育館
小学校３年生以上で構成するチーム

（選手３人と補欠１人以内。性別不問）
40チーム（申し込み先着順）
１チーム500円
申込書を記入のうえ、参加費を添えて

６月19日㈮までにお申し込みください。
スポーツ課

　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

　健康づくりや教養を深める６回シリー
ズの講座です。館外研修もあります。

６月29日㈪、７月30日㈭、９月４日㈮
10月２日㈮、11月18日㈬、12月16日㈬
いずれも９：30から　※一部９：00から

おおむね60歳以上
内容によって異なる

延命荘
☎ 0748-22-6000　 050-5801-6000

布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生

　７月～９月にかけて実施するフィット
ネス教室です。教室の日時や回数、受
講料など詳しくは布引運動公園体育館
ホームページをご覧ください。
教室の内容：ZUMBA（ズンバ）／骨盤エク
ササイズ／スタイルupウォーキング＆ボー
ルエクササイズ／ LG スポーツ／ 50才か
らの身体づくり／コアバランスヨガ／スト
レッチエアロ／シェイプアップダンス／バ
レトン

16歳以上　 ６月16日㈫9：00から
受講料を添えてお申し込みください。

（先着順、電話受付不可）※お子様連れ
の受講は不可

布引運動公園体育館
　☎ 0748-25-2633　 050-5801-2633

ストリートダンス教室受講生

　音楽に合わせて基本ステップやダン
ステクニックを学びます。（講師：ダンス
インストラクター NAOTOさん）

７月４日～９月26日（全10回）
　いずれも土曜日13：00～13：55

４歳～小学生
20人（申し込み先着順）
8,000円（全10回）
上靴、運動のできる服装、タオル、

飲み物など
６月20日㈯から受講料を添えてお申

し込みください。
能登川スポーツセンター

　☎ 0748-42-5099　 050-5801-5099

Wordでつくるチラシ講座

　行列のできる講座やチラシづくりを
テーマに講演されている坂田静香さん
を講師に、人が集まるチラシづくりのコ
ツを学びます。

７月６日㈪ ①10:00～12:30
　　　　  　 ②14：00～16：30
　　　　　　※①、②とも同じ内容です。

能登川コミュニティセンター
各15人（申し込み先着順）
500円

パソコン（ワード2010導入）、筆記用具
７月３日㈮まで

NPO法人まちづくりネット東近江
☎ 0748-24-5571
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市民生活相談室　☎ 0748-24-5616（直通）　　　　　　　　　 050-5801-5616

ライフロング事業講座受講生

◆男のヨガ入門
６月４日㈭・25日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館
500円

◆薬膳料理講座「梅雨の時期の薬膳」
６月21日㈰９:30～13:30
湖東コミュニティセンター
12人（申し込み先着順）
1,000円（材料費別途）

◆基礎から学ぶWord 初級編
６月９日㈫、10日㈬、16日㈫、23日㈫、

30日㈫19:30～21:30
湖東コミュニティセンター  
15人（申し込み先着順）
4,000円

◆チャレンジ Facebook
6月19日・26日・７月３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  
3,000円

◆ゆる文字講座（応用編）
６月21日・７月19日・８月２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）

◆浴衣の着付け入門
６月25日・７月２日（全２回）

　いずれも木曜日 10:00～12:00
八日市文化芸術会館  
６月27日・７月４日（全２回）

　いずれも土曜日 10:00～12:00
能登川コミュニティセンター 
各15人（申し込み先着順）
1,000円

八日市文化芸術会館
　☎ 0748-23-6862　 050-5801-6862

タケノコイベント参加者

　愛知川河川敷で竹林の伐採体験やタ
ケノコ掘りをします。（愛知川河畔林の
会主催）

６月13日㈯９：00から
葉枝見橋下流愛知川河川敷広場

　（阿弥陀堂町地先）集合
200円（保険料として）

６月９日㈫まで
※小学生以下は保護者同伴

東近江土木事務所　河川砂防課
　☎ 0748-22-7737

今月の相談今月の相談
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

９日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）６月２日㈫８:30から

16日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）６月９日㈫８:30から

23日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）６月16日㈫８:30から

登記相談 19日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※土地家屋調査士による相談

行政書士相談
（予約制） 10日㈬ 13：00～15：30

市役所　市民生活相談室
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（貝沼）☎ 0748-23-6213

行政相談
※行政相談委員
　による相談

１日㈪ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
10日㈬ ９：30～12：00 能登川保健センター　１階相談室
11日㈭ ９:00～11:30 永源寺コミュニティセンター３階302会議室
11日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３
19日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室
24日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室

行政なんでも
相談所 ３日㈬ 13：30～16：00

（受付13：00～15：30）

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）

一般相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00 市役所　市民生活相談室

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00

消費生活センター（市民生活相談室内）
・相談専用電話　☎ 0748-24-5659

人権・男女共同参画課　☎ 0748-24-5620（直通）　 050-5801-5620

人権擁護委員
の日

特設人権相談
６月１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

男女共同参画
やすらぎ相談 12日㈮、19日㈮ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641（直通）　 050-5801-5641
家族介護者の会　介護者の悩み相談
ミモリの会

10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 19日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
ほっとミルク

17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 25日㈭ 10:00～12:00
永源寺コミュニティセンター
ふるさと文化体験学習館（市原野町）

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
センター　E－SORA（いいそら） 月～金曜日　９:00～17:00 ☎ 0748-46-8128

NPO法人まちの相談室よりそい 月・火・水・金曜日  ９:00～17:00 ☎ 0748-56-1085

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 こども相談支援課　☎ 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）

※上表の中で、祝日・休日は実施していません。
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