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布引運動公園体育館フィットネス教室

①ストレッチエアロ（今若公美先生）
８月７日、21日、28日、９月４日、11日

　いずれも金曜日13：30～14：30
②シェイプアップダンス（髙橋美紀先生）

８月１日、８日、15日、29日、
　９月12日、19日、26日
　いずれも土曜日９：30～10：30

①②ともに１回につき500円
①②ともに16 歳以上

※事前申し込みは不要です。受講料は
当日お支払いください。

布引運動公園体育館
　☎ 0748-25-2633　 050-5802-2633

ジョギング教室（後期）受講生
＜初心者向き＞

　長い時間を楽に走るためのフォーム
や基本的な技術を学びます。

９月１日、８日、15日、22日、29日
　いずれも火曜日19：30～21：00　

布引グリーンスタジアム
18歳以上のジョギング初心者25人

2,500円（全５回）※保険料含む
８月30日㈰まで

　９：00受付開始（※休園日を除く）
布引グリーンスタジアム

　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

バレーボールカーニバル参加チーム

部門：男女混合９人制
９月13日㈰９：00から
布引運動公園体育館
16チーム（申し込み先着順）

１チーム 3,000円
８月26日㈬まで

東近江市バレーボール協会（奥村）　
☎ 0748-23-2376

第11回東近江市民体育大会参加者

◆水泳
９月６日㈰９：30から
布引運動公園プール
８月30日㈰まで

東近江水泳連盟（西村）
　☎ 0748-22-1115・090-8217-9469

第23回能登川ふれあいフェア
リサイクルフリーマーケット出店者

10月18日㈰９：30～15：00
ふれあい運動公園（栗見新田町）
１00区画（申し込み先着順）
１区画 2,000円
９月30日㈬まで（土日含む９：00～17：00）

※出店料を添えてお申し込みください。
電話での申し込みはできません。
◆出品＝家庭不用品※飲食物は販売不可

能登川コミュニティセンター
　☎ 0748-42-3200　 050-5801-3200

にこにこ親子テニス教室

９月７日、14日、21日、28日
　いずれも月曜18：30～20：30

市内テニスコート
30人（申し込み先着順）
８月30日㈰まで

東近江市テニス協会（片岡）
　☎ 090-3038-3139
※詳 細は東 近 江市テニス協会ホーム
ページ（http://hta2012.minibird.jp/）
をご覧ください。

キッズ陸上教室（後期）受講生

　「走る・跳ぶ・投げる」の基本動作を
用具を使って楽しく学びます。

９月５日、12日、19日、26日、10月３日
　いずれも土曜日15：00～16：30　

布引グリーンスタジアム
小学１年生から３年生
50人
2,500円（全５回）※保険料含む

８月８日㈯～30日㈰９：00受付開始
　（※休園日を除く）

布引グリーンスタジアム
　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

ウェルネス講座　受講生

◆ウォーキングエクササイズ
８月５日㈬、19日㈬10：00～11：10 　
500円

◆有酸素運動とヨガで健康に
８月26日㈬10：00～11：30
500円

ウェルネス八日市
　☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

東近江行政組合職員採用試験

職　種 採用予定人数
消防職（初級） ８人程度

　

第１次試験：９月20日㈰
平成２年４月２日～平成10年４月１日

生まれの人
※ほかにも要件があります。詳しくは募
集要項をご確認ください。

８月３日㈪～21日㈮
東近江行政組合総括管理課

　☎ 0748-22-7620

第２回滋賀県警察官採用試験

区　分 対　象 採用予定人数
男性Ａ 大卒程度 13人程度
女性Ａ 大卒程度 ３人程度
男性Ｂ 高卒程度 14人程度
女性Ｂ 高卒程度 ５人程度

　

第１次試験：９月20日㈰
８月31日㈪まで（インターネットでの

お申し込みは８月28日㈮ 17:00まで）
※詳しくは、 滋 賀 県 警ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/ を
ご確認ください。

滋賀県警察本部警務課採用係
　☎ 0120-204-314（フリーダイヤル）

シニア対象 講習会

①子育て支援講習
９月７日㈪～11日㈮９：00～16：00
びわこ学院大学（布施町）
20人　　

８月26日㈬必着
②福祉有償運送運転者講習

９月15日㈫～17日㈭９：20～16：00
草津シルバー人材センター（草津市）
20人　

８月31日㈪必着
※①②ともに申込受付後、面接により
選考
面接日＝①８月28日㈮ 10：00 から
　　　   ②９月３日㈭ 10：00 から

連合会事務所会議室（大津市）
いずれも55歳以上の県内在住者

※お近くのハローワーク、シルバー人材
センターにある講習会案内チラシに必
要事項を記入し、ファックスまたは郵
送にてお申し込みください。

滋賀県シルバー人材センター連合会
　☎ 077-525-4128　FAX 077-527-9490
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ライフロング事業講座受講生

◆パソコン教室ＥＸＣＥＬ中級コース
　～関数の使い方～

８月４日㈫、11 日㈫、18日㈫、25日㈫、
　９月１日㈫ 19:30～21:00

湖東コミュニティセンター  
15人（申し込み先着順）
4,000円（全５回）

◆男のヨガ入門
８月６日㈭、27日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館
500円

◆巡回男のヨガ入門１日体験講座
８月20日㈭ 14:00～15:00
湖東コミュニティセンター  
20人（申し込み先着順）
400円

◆カラーで描こう パステル画入門
８月５日㈬、９月２日㈬、10月７日㈬

　14:00～16:00
八日市文化芸術会館  
15 人（申し込み先着順）
2,000円（全３回）

　※材料費別途1,000円必要
◆お盆の生け花体験教室

①８月12日㈬ 19:00 から
　②８月13日㈭ 19：30 から

湖東コミュニティセンター
１回 500円（材料費別途）

◆整理収納アドバイス～収納とインテ
リアでワンランクアップの暮らし～

８月28日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館  
700円 
20人（申し込み先着順）

◆ウクレレとフラダンスで楽しむ
　夏のハワイアンステージ

９月１日㈫14:00～15:00
湖東コミュニティセンター

◆ゆる文字講座特別編
　～ゆる文字うちわを作ろう！～

夜コース：８月６日㈭19：30～21：30
　昼コース：８月30日㈰10：00～12：00

湖東コミュニティセンター
１回 1,000円（材料費別途）
15人（申し込み先着順）

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

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

11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）８月４日㈫８:30から

18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）８月11日㈫８:30から

25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）８月18日㈫８:30から

登記相談 21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無料相談（登記・測量）

行政書士相談
（予約制） 12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

12日㈬ ９:30～12:00 能登川保健センター　１階相談室
13日㈭ ９：00～12：00 愛東支所　１階会議室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　市民生活相談室
26日㈬ ９：00～12：00 蒲生支所　２階202会議室

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

特設人権相談

11日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所、政所出張所
12日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室

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）

19日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室

男女共同参画
やすらぎ相談 ７日㈮、28日㈮ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

市民税課　☎ 0748-24-5604（直通）　 050-5801-5604

税に関する
無料相談会
（予約制）

21日㈮ 13：30～16：30
市役所　東庁舎Ｃ会議室
※電話予約受付（先着６人）

３日㈪～20日㈭（※平日8：30～17：00）

税理士が各種税に関することや申告の相談に応じます。（※相談時間は１人 30 分以内）

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

ほっとミルク 19日㈬ 13:00～15:00 能登川保健センター
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
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。

市民生活相談室　☎ 0748-24-5616（直通）
　　　　　　　　　 050-5801-5616
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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７月１日）
　人口：115,532人（＋10）
　男性：57,308人（＋15）
　女性：58,224人（ー５）
　世帯数：42,381世帯（＋52）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　甲津畑町にあるブラジル人学校「日本
ラチーノ学院」に、フェスタジュニーナ
の写真を撮りにいきました。生徒たちは
ＢＧＭが流れ出すと自然と体が動き出す
ようで、とても陽気な雰囲気。突然生
徒から「ダンス」を求められ、ロボット
のような踊りを披露しても、その場を盛
り上げてくれました。「その時を楽しむ」。
大切な文化を教えてもらいました。（Ｈ）

平成27年８月１日発行
（通巻127号）

広

告

有

料

お知らせお知らせ

児童扶養手当現況届の受付

　現況届は、前年の所得状況と受給資
格を確認するためのもので、所得制限
などにより現在手当を受けていない人も
提出が必要になります。
　提出をしないと、受給資格があって
も手当が受けられなくなります。また、
２年間提出をしないと受給資格がなく
なりますので必ず提出をお願いします。
※代理人や郵送での提出はできません。
提出期間＝８月３日㈪～31日㈪
　　　　　　８：30～17：15（土・日除く）
※期間中の木曜日は19：00まで（本庁のみ）

市役所本庁舎本館101会議室、また
は居住地区の各支所

こども家庭課　
　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

障害のある人の手当に関する
所得状況届の受付

　現在、次の手当を受給している人は、
受給資格確認のため「所得状況届」の
提出が必要です。
　対象者には８月上旬に案内を送付し
ます。提出をしないと、受給資格があっ
ても引き続いて手当が受けられませんの
で、忘れずに提出をしてください。
①特別障害者手当
※施設入所・入院中の人は対象外
②障害児福祉手当
③特別児童扶養手当
※②、③とも施設入所中の人は対象外
提出期間＝８月11日㈫～９月10日㈭
　　　　　　８：30～17：15（土・日除く）

障害福祉課または各支所
障害福祉課　☎ 0748-24-5640

　 050-5801-5640　FAX   0748-24-5693

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

８月
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
13日㈭、14日㈮、15日㈯、16日㈰、
22日㈯、23日㈰、29日㈯、30日㈰

　お盆前のし尿収集は毎年混み合いま
す。お盆前にくみ取りを予定される人は、
８月４日㈫までに申し込んでください。
　指定日以外のくみ取りは行っていませ
んので、日ごろから便槽の量を確かめ
るなど、適切な管理をお願いします。

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

16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。「ふれあい
カード」は市役所本庁舎、東庁舎、各支
所、コミュニティセンター、保健センター、
図書館、対象施設に設置しています。
■８月の対象外施設
永源寺温泉「八風の湯」、近江商人博物館

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

引接寺　万燈供養祭

　来迎浄土に集められた石仏約５千体
を供養する行事です。万燈祭のほか、音
楽の夕べとして「森進一ものまねそっくり
ショー」が行われます。

８月22日㈯18：00から
引接寺（上山町312）

　☎ 0749-46-1285
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清流の日一斉清掃

　９月１日の「清流の日」に合わせた、
ボランティアによる一斉清掃です。
　清掃活動終了後は愛知川の源流を守
る会による渓流魚の学習会とつかみ取
り大会が開催されます。（事前申し込み
が必要）

８月30日㈰９:00～10:30（荒天中止）
愛知川上流域の河川敷および道路

集合場所：杠葉尾町自治会館前駐車場
　（杠葉尾町地先）
◆愛知川の清流を守る会主催の一斉清
掃も愛知川中流域で同時開催されます。
※愛知川漁業協同組合事務所前駐車場

（永源寺相谷町地先）へ８：00に集合
廃棄物対策課

　☎ 0748-24-5636　 050-5801-5636

８月の休日歯科診療

14日㈮
日野記念病院（日野町）
☎ 0748-53-1201

15日㈯
にしざわ歯科医院（春日町）
☎ 0748-25-2438

16日㈰
佐々木歯科医院（佐野町）
☎ 0748-42-6874

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎ 0748-20-2801

レイカディア大学米原校 大学祭

　 園芸学科・北近江文化学科・健康づ
くり学科の熟年学生が大学で学んだ学
習成果を発表します。また、卒業生の
地域活動についての展示や発表もあり
ます。

８月19日㈬13：00～15：00
　　　20日㈭、21日㈮10：00～15：00 　

滋賀県立文化産業交流会館（米原市）
滋賀県レイカディア大学米原校事務局

　☎ 0749-52-5110

東近江市美術展覧会出展作品

部門：日本画、洋画、彫刻彫塑、美術
工芸、書、写真
搬入日：10月４日㈰ 10:00～15:00
　　　   10月６日㈫ ９:00～15:00
会期：第１期（日本画、彫刻彫塑、書）
　　　10月14日㈬～18日㈰
　　　第２期（洋画、美術工芸、写真）
　　　10月21日㈬～25日㈰
※「洋画」と「日本画」の会期が例年と
は異なりますのでご注意ください。

八日市文化芸術会館
市内在住、在勤、在学者および近隣

４市６町の在住者（中学生以下は除く）
出品料：１作品1,000 円（高校生は無料）

※詳しくは市役所本庁、各支所、各コ
ミュニティセンターに設置の募集要項を
ご確認のうえ、お申し込みください。

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

市民ギャラリー出展者

　市役所本庁舎
本 館１階ロビー
に 市 民 ギ ャ ラ
リーを設置しま
した。あなたも
作品を展示してみませんか？
◆応募資格：市内に在住、または市内
で活動している個人および団体
◆展示期間：平成27年９月１日㈫～平成
28年４月22日㈮までの間、約２週間
◆応募方法：市役所、コミュニティセン
ター、図書館に設置の申請書でお申し
込みください。申請書は市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
◆応募期間：８月10日㈪まで

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

消費者セミナー　講演

「お金で悲しまない、悲しませない終活
講座①～相続の仕組み、遺言の書き方」

８月18日㈫ 13：30～15：30
市役所本庁舎新館 314 会議室
50人（申し込み先着順）

８月14日㈮まで
市民生活相談室

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

女性会人権研修　講演会

講演：「熟年夫婦の体調不良 “ 夫源病 ”
～こんな私に誰がした～」
講師：石蔵文信
　 （大阪樟蔭女子大学教授）

８月27日㈭
　19:00～20:30（受付18：30から）

ひばり公園「みすまの館」大研修室
100人　　　　　 ８月10日㈪まで

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

ガイドヘルパー養成講習会 受講者

　視覚障害者の外出を支援するガイドヘ
ルパー養成講習会です。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日程】９月１日㈫、４日㈮、14日㈪、
15日㈫、11月６日㈮

【Ｂ日程】９月１日㈫、４日㈮、28日㈪、
29日㈫、11月６日㈮

滋賀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）

※Ａ、Ｂどちらかを選択いただきます。
８月６日㈭12：00まで

障害福祉課
　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640

国際ふれあい音楽祭出演者

　国籍を問わず、歌や楽器、ダンスが
好きな皆さんをお待ちしています。観覧
だけの場合は申し込み不要です。

８月30日㈰ 18：00～20：00
太子ホール（八日市町）
500円（出演者は無料）

東近江国際交流協会
　 ・FAX 050-5802-9606
    （電話受付：月～金 10：00～16：00）
    メール　hifa@e-omi.ne.jp

＊掲 載 可 能 場 所 な
ど、詳しくはお問い
合わせください。

交通政策課
　☎ 0748-24-5658
　 050-5801-5658１㎡当たり１日100円

能 自由通路登川駅

壁 面 広 告 主

募 集
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