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お知らせお知らせ

東近江市子ども芸術展

　市内認定こども園、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６日㈮～12日㈭９:00～17:30
※９日㈪は休館、初日６日㈮は19:00まで、　　
　最終日12日㈭は12:00まで

八日市文化芸術会館
学校教育課

　☎ 0748-24-5671　 050-5801-5671

布引ダンスフェスティバル2016
出演チーム

平成28年３月13日㈰９:30～16:00
布引運動公園体育館
県内在住者が３人以上のチーム

　※ジャンルは問いません。
60チーム

　（申し込み多数の場合は抽選）
　 ※１人で複数チームに出演は可能

１チーム2,000円
※平成28年１月21日㈭の事前説明会で
お支払いください。

11月２日㈪～ 11月22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　
　 ・FAX 050-5801-2633

水車ウォーク　参加者

　能登川地区の約7.5kmのコースを歩き
ます。

11月29日㈰８:45～11:00
能登川スポーツセンター
80人程度

※小学生以下は保護者同伴
帽子、水筒、汗拭きタオルなど
11月26日㈭まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

ウェルネス講座　受講生

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

◆ウォーキングエクササイズ
11月18日㈬10：00～11：10 　 500円

◆東近江市国民健康保険運動教室
　「健康バレトン」

12月15日、平成28年１月19日、26日、２
月２日、16日、３月１日（全６回教室）
　いずれも火曜日　13：00～14：00

国民健康保険加入者：1,000円
　一般：2,000円

16人（申し込み先着順）
ウェルネス八日市

　☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

出張！なんでも鑑定団in東近江
お宝＆観覧者

■東近江市制10周年記念事業
　美術品からお菓子のおまけやおも
ちゃまで「なんでも｣ ご応募ください。
観覧者も募集中です。（観覧無料）

12月15日㈫まで
※詳しくは10月26日の新聞折り込みチラ
シをご覧ください。そのほか、東近江
市役所、各支
所、コミュニ
ティセンター、
図書館などに
チラシを設置
しています。

【開催日時と場所】
平成28年２月28日㈰

　12:00開場、13:00開演、15:00終演予定
能登川コミュニティセンター

てんびんの里文化学習センター
　☎ 0748-48-7100　 050-5801-7100

愛林作業体験と
焼き芋イベント  参加者

　愛知川河川敷で竹林の伐採体験や竹
を使った焼き芋の試食を行います。（愛
知川河畔林の会主催）

12月５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
12月２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

田中聖美コーチの
バレーボール教室　受講生

　国内外でのプレーを経験した元プロ
選手の田中聖美コーチによる、楽しく
体を動かしながらバレーボールの面白
さを体験できる教室です。

11月21日㈯
コース 時間 対象

ネコ・
キツネ

14：00～
15：00

年長～
小学３年生

チーター
15：30～
17：00

小学４～
６年生

ペガサス
17:30～
19:00

中学生

ライオン
19:30～
21:00

一般

湖東体育館
各20組（申し込み先着順）
1,000円（ネコ・キツネコースは500円）

運動できる服装、タオル、上靴
11月13日㈮まで

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

東近江市駅伝競走大会  参加者

12月６日㈰８:30から
布引グリーンスタジアム発着

種　目 距離
第１部 市民地区対抗

17.1km/５区間

第２部 一般

第３部 一般女子

第４部 中学生男子

第５部 中学生女子

第６部 スポーツ少年団 9.6km/５区間

原則として市内在住、在学または市
内のスポーツ少年団に在籍する小学生
以上の９人（監督１人、選手５人、補欠
３人）で編成するチーム

第６部のみ50チーム
第２、３部は１チーム2,000円、第１、

４～６部は無料
11月20日㈮までに出場申込書（市ホー

ムページからダウンロード可）に必要
事項を記入し、参加費を添えてスポー
ツ課まで提出、またはファックスでお送
りください。

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674
　FAX0748-24-1375
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ライフロング事業講座受講生

八日市文化芸術会館
　☎ 0748-23-6862　 050-5801-686
◆きもの着付け入門

11月５日、12日、19日、26日
　 いずれも木曜日　10:00～12:00

八日市文化芸術会館
15人程度（申し込み先着順）
2,000円（全４回）

◆男のヨガ入門
11月12日㈭、26日㈭

　14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆巡回男のヨガ入門
11月５日㈭14:00～15:00
玉緒コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）
400円
◆お茶入門～心にゆとりとうるおいを！

11月６日㈮、13日㈮、27日㈮
　14:00～15：30

八日市文化芸術会館
15人程度（申し込み先着順）
2,000円（全３回、材料費別途）

◆パソコン画像＆インターネットコース
11月10日㈫、11日㈬、17日㈫、24日㈫、　

　 12月１日㈫　19:30～21：30
湖東コミュニティセンター
15人程度（申し込み先着順）
4,000円（全５回、材料費別途）

◆ライフロング講演会
①「あずさからのメッセージ」
　～いのち輝く感動の授業をあなたに～

11月21日㈯ 13：30～15：00　
八日市コミュニティセンター

②「小さくてもこんなに重い “いのち”」
11月29日㈰ 13：30～15：30　
南部コミュニティセンター

東近江市民体育大会　参加者

種目：バスケットボール
12月13日㈰　
湖東体育館
11月18日㈬まで

　（多数の場合は抽選）
スポーツ課

　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

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

10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）11月２日㈪８:30から

18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11日㈬８:30から

24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）11月17日㈫８:30から

登記相続相談 20日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※司法書士による無料相談

行政相談
※行政相談委員
　による相談

12日㈭
９:00～11:30 永源寺コミュニティセンター　３階302会議室
９：00～12：00 愛東支所　会議室３

20日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室
25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 蒲生支所　２階201会議室
12日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

18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）

20日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

男女共同参画
やすらぎ相談 13日㈮、26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）

20日㈮ 13：30～16：30
市役所　東C会議室
※電話予約受付（先着６人）

６日㈮から（※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
ミモリの会

11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 地域密着型特別養護老人ホームきいと（五個荘山本町）
ほっとミルク

18日㈬
13:00～15:00 能登川保健センター

ちょっといっぷくの会 19:30～21:30 愛東コミュニティセンター
コスモスの会 20日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
男性介護者のつどい 21日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
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
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）

夜間・休日
お薬相談窓口

夜間 21:00～９:00 東近江薬剤師会　☎ 0748-32-5530
薬剤師が夜間、休日に薬の困りごとに答えます。休日 終日

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10 月１日）
　人口：115,379人（－54）
　男性：57,251人（－20）
　女性：58,128人（－34）
　世帯数：42,412世帯（＋24）
　※（　）内は前月比

■編集後記
初めての場所へ行くときのドキドキワク
ワクする感じがたまりません。９月に取
材で初めて君ヶ畑町を訪れました。ま
るで狐にだまされているかのような感
覚に陥りながら山道を走っていると集
落が見えてきて一安心。今日まで守ら
れてきた木地師の歴史と文化が根付く、
静けさの中にも情熱が秘められた町だ
と感じました。（R）

平成27年11月１日発行
（通巻130号）

広

告

有

料

お知らせお知らせ

11月は仕事と生活の調和推進月間

　仕事、家庭、地域での生活などいろい
ろなことが、自ら希望するバランスで展
開できるよう、一人ひとりが職場環境を
見直し、ワーク・ライフ・バランス（仕事
と生活の調和）の実現をめざしましょう。

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

「つどいの広場」運営団体を
募集します

　平成28年度以降の地域子育て支援拠
点事業「つどいの広場」運営団体の募
集説明会を開催します。
※つどいの広場：０～３歳までの乳幼
児をもつ子育て中の親の交流の場、子
どもの健全育成の場

11月18日㈬15:30～17:00
市役所本庁舎本館202会議室

対象地区：聖徳中学校区、湖東中学校
区、能登川中学校区

こども家庭課
　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

11月
１日㈰、３日㈷、７日㈯、８日㈰、
14日㈯、15日㈰、21日㈯、22日㈰、
23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
　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力、職場で
のいじめやセクシュアル・ハラスメント、
ストーカーなど、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16日㈪～20日㈮８:30～19:00
　11月21日㈯・22日㈰10:00～17:00
※IP電話によっては一部つながらない場
合があります。その場合は下記のお問
い合わせ先から相談をお願いします。　

大津地方法務局人権擁護課
　☎ 077-522-4673

電気の子メーターの有効期限を
確認しましょう

　電気の子メーターは、貸しビル・アパー
トなどで一括して電力会社に支払った
電気料金を、各テナントなどの電気使
用料に応じて配分するために用いる電
気計器です。子メーターの有効期限は
電気計器前面の丸形ラベルで確認でき
ます。検定や基準適合検査を受けた正
しい電気計器を使いましょう。

関西地区証明用電気計器対策委員
会事務局　☎ 06-6451-2355

「女性に対する暴力を
  なくす運動」実施期間です

11月12日㈭～25日㈬は

■「グッドパートナーセミナー」
　男女が対等なパートナーとして楽
しく過ごすため、デートDVの理解を
深めます。

11月18日㈬13:00から
びわこ学院大学（布施町）
人権・男女共同参画課

　☎0748-24-5620　 050-5801-5620

11月25日㈬は
「女性に対する暴力撤廃国際日」です
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東近江市文学祭

　短歌、俳句、冠句、詩の入選作品の発
表と、野村しづかずさんによる講演「歴史
小説～明治の風～を書いて」を開催します。

11月28日㈯13:00から
あいとうマーガレットステーション

　２階　ラベンダーホール
東近江文学会

　☎0748-22-2670（安田）

健口いきいきフォーラム

内容：健康いきいきセミナー「～お口に
できるガンのはなし～」、バルーンアー
トショー、お口の相談室、「歯と口の健
康週間」図画・ポスター・標語コンクー
ルの表彰と展示　など

11月８日㈰11:00～16:30
ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）
（一社）湖東歯科医師会

　☎0748-20-2801

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27年10月
８日から１時間764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

15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。
■11月の対象外施設：永源寺温泉「八風
の湯」、クレフィール湖東「至福の湯」、湖
東プール、近江商人博物館

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

東近江市芸術文化祭イベント

◆市役所本庁舎本館ロビーコンサート
　親子ほど年齢の違う２人のユニット

「わ音」による、人と人とのつながりを
大切にした音楽をお楽しみください。

11月14日㈯14:00から
市役所本庁舎本館ロビー（自由席）

◆芸能フェスティバル
　市内で活動されている各種グループ
によるステージ発表です。お楽しみ抽
選会も行います。

11月23日㈷10:00から
八日市文化芸術会館
◆芸文祭・秋の映画の夕べ
　「がんばっぺフラガール！」
　日本のエネルギー政策に翻

ほんろう

弄されて
きた福島県いわき市で、楽園をもう一
度作る人たちの映画です。

11月27日㈮19:00から
八日市文化芸術会館
1,000円（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　 050-5801-5672

15:30 献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
11月３日㈷９:45～12:30、13：30～15：00 
湖東支所

　（ことうふるさとまつり会場内）
11月８日㈰10:00～12:00、13：00～15：00
蒲生支所

　（蒲生いきいきあかねフェア会場内）

※直接会場へお越しください。
※ 200mlについては予定数に達した時
点で終了させていただきます。

健康推進課
　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646

市民ギャラリー

MOA美術館児童作品展
11月３日㈷～13日㈮
エコアート＆きり絵の二人展

11月３日㈷～13日㈮
中西編物教室作品展

11月17日㈫～27日㈮
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

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。

11月29日㈰９:30～11:30（荒天中止）
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　 050-5801-5636
◆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

11月の休日歯科診療

３日㈷ おがわ東歯科（佐野町）
☎ 0748-42-8191

23日㈷ 鎌田歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-34-8063

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

保育人材バンク「出張相談会」

　保育士、看護師、栄養士、調理師、保健師
の資格、免許を持っている人に、県内の保
育所の仕事を紹介し、就労を支援します。

12月８日㈫９：30～12:00
ハローワーク東近江

滋賀県保育士・保育所支援センター
　☎ 077-516-9090　FAX 077-521-2117
　Eメール：otoiawase@shiga-hoikukyo.jp

広

告

有

料

▲

　
　
　市では、毎月１日に発行している広報紙（39,100部発行）
および市ホームページへの有料広告を募集しています。
◆広報紙への広告掲載料（１枠１号）30,000円
　※規格：１枠　縦4.6cm×横8.6cm（この枠のサイズ）
◆ホームページバナー広告料（１口）20,000円
　　　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
広報課　☎0748-24-5611　 050-5801-5611

広報ひがしおうみ・ホームページ広告募集
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