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子育て支援事業参加者

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

平成28年１月12日㈫、19日㈫、26日㈫、
２月２日㈫
◇湖東保健センター

平成28年１月13日㈬、20日㈬、27日㈬、
２月３日㈬
◇能登川保健センター、蒲生支所

平成28年１月14日㈭、21日㈭、28日㈭、
２月４日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成27年１月～７月生まれの子と母親
各会場10組（申し込み先着順）
12月７日㈪から

上記の申し込み・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

「にんげん雛絵巻まつり」出演者

　来年２月14日㈰に開催される「にんげ
ん雛絵巻まつり」で三人官女と五人囃子
に扮していただける出演者を募集します。

８人（三人官女３人、五人囃子５人）
衣装準備の都合上、身長150cm 以上

の人に限る。年齢性別不問。
12月18日㈮まで（※募集の詳細およ

び応募用紙は市ホームページに掲載）
観光物産課

　☎ 0748-24-5662　  050-5801-5662

布引運動公園体育館
第４期フィットネス教室受講生

　１月～３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：骨盤エクササイズ／ZUMBA

（ズンバ）／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　
12月17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

Fujii  in  Christmas
フラワーアレンジメント＆ニット

作品展示者

　スキー毛糸の製造販売で成功を収め
た藤井彦四郎。純和風の邸宅内にある
ログハウス風の洋館を会場に展示する
作品を募集します。

（１人３点まで、大きさ 60cm × 90cm
まで、素材は問いません。）

高校生以上の個人またはグループ
１人300円（藤井邸入館券付き）
12月９日㈬まで（申し込み後、10日㈭

13：00まで随時搬入受付）
◆展示期間
12月11日㈮～平成28年１月11日㈷

五個荘近江商人屋敷　藤井彦四郎邸
　☎ 0748-48-2602　 050-5801-2602

赤い糸プロジェクト Vol.19
「愛に恋」参加者

　琵琶湖が見えるホテルでの婚活パー
ティーです。当日、食事の前には婚活の
コツを学ぶ講演会もあります。

平成28年１月17日㈰９:00から
おごと温泉びわ湖花街道

※集合場所：蒲生コミュニティセンター
真剣に結婚を考えている男女
男女各20人（先着順）
4,000円（１月15日㈮以降のキャンセ

ルは全額負担いただきます。）
男性はジャケット着用

蒲生地区まちづくり協議会（森田）
　☎ 090-1917-6512
　メール：htmorita@yahoo.co.jp

州立北ミシガン大学姉妹都市奨学生

　アメリカ・マーケット市にある北ミシガ
ン大学へ留学を希望する姉妹都市奨学
生（授業料と寮費を免除）を募集します。
留学期間＝平成28年８月～29年５月

12月25日㈮まで
１人

◆一次試験：筆記（英語）、英会話
　試験日：平成28年１月17日㈰９:00 から
※応募資格や受験料など、詳しくはお
問い合わせください。

企画課
　☎ 0748-24-5610　 050-5801-5610
　

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）

１月９日～３月19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
12月12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

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）
【３階】

１戸 中層耐火３階建 ２LDK 22,200～33,000円
駐車場１台2,500円 66,600～99,000円

１戸 中層耐火４階建 ２LDK 21,800～32,400円
駐車場１台2,500円 65,400～97,200円

中小路（中小路町）
【２階】 ２戸 軽量鉄骨２階建 １DK 8,700～12,900円 26,100～38,700円

◆入居可能日＝平成28年１月12日㈫から　※入居可能日から家賃が必要
12月１日㈫～８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　 050-5801-5652
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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　 050-5801-6862
◆男のヨガ入門

12月10日㈭、17日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆巡回男のヨガ入門
12月３日㈭14:00～15:00
御園コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）
400円
◆日本の食文化を学ぼう
　～冬の根菜類漬物編

12月４日㈮10:00～13：30
　　　13日㈰10:00～11：30

楽布工房・湖東コミュニティセンター
15人（申し込み先着順）
1,000円（材料費別途 2,000円）

◆2015クリスマスコンサート～ハンド
ベルとウクレレで楽しむアットホームな
Christmas☆ピアノ弾き語り・マジック
ショーとともに♪～

12月19日㈯ 13：30～16：00　
八日市文化芸術会館　展示室

◆がもう組歌声喫茶
～フォークギター入門受講生発表あり♪～

12月20日㈰ 14：00～16：00　
蒲生コミュニティセンター　小ホール

◆お正月のお花を活けよう
12月25日㈮

　【Ａ】19:30～21:30、【Ｂ】19:00～21:00
湖東コミュニティセンター
10人程度（申し込み先着順）
500円（材料費別途 2,500円）

ウェルネス講座　受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
12月９日㈬10：00～11：30　 500円

◆ウォーキングエクササイズ
12月16日㈬10：00～11：10 　 500円

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

夜間・休日お薬相談窓口

　薬剤師が夜間、休日に薬の困りごと
に応えます。
◆夜間＝ 21:00～９:00
◆休日＝終日

東近江薬剤師会　☎ 0748-32-5530

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

８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）12月１日㈫８:30から

15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）12月８日㈫８:30から

22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）12月15日㈫８:30から

登記相談 18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） ９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

４日㈮ 13:30～16:00 湖東コミュニティセンター　研修室１

10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

15日㈫ ９：30～12：00 五個荘支所　１階相談室
16日㈬ ９：30～12：00 能登川保健センター　１階相談室
18日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室
22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
４日㈮

９:00～12:00
五個荘支所　１階相談室
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
建部コミュニティセンター
南部コミュニティセンター
湖東コミュニティセンター　研修室１

８日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
10日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

男女共同参画
やすらぎ相談 11日㈮、17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）

18日㈮ 13：30～16：30
市役所本庁舎新館　212会議室
※電話予約受付（先着６人）

４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
じゃがいもの会 ９日㈬ ９:30～11:30 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

16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
ほのぼの会 11:00～15:00 せせらぎ（市子川原町）
カタクリの会 17日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
コスモスの会 18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）
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）

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、東近江スマイルネットのデータ放
送、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11 月１日）
　人口：115,368人（－11）
　男性：57,236人（－15）
　女性：58,132人（＋4）
　世帯数：42,447世帯（＋35）
　※（　）内は前月比

■編集後記
あるとき、「たくさん獲れたから」と、キャ
ベツやにんじんをもらいました。とて
も食べきれない量だったので、それを
知り合いにおすそ分けすると、替わり
に新鮮な卵をもらって、晩ごはんが豪
華になりました。まるで「わらしべ長者」
だなと思いつつ、その心温かい気遣い
に、とても嬉しくなりました。（H）

平成27年12月１日発行
（通巻131号）

広

告

有

料

お知らせお知らせ

農業委員会委員選挙人名簿登載
申請書の配布は行いません

　法律改正により、農業委員会委員の
公選制が廃止され、市長による任命制
となりました。このため、平成28年１月
１日現在の農業委員会委員選挙人名簿
登載申請書の配布は行いませんのでお
知らせします。
　なお、平成27年１月１日現在の農業委
員会委員選挙人名簿は、任期満了の日ま
で据え置きます。

農業委員会事務局
　☎0748-24-5682　 050-5801-5682

20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。
■12月の対象外施設：永源寺温泉「八風
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

12月・１月のし尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

　

12月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈰、23日㈷、26日㈯、
27日㈰、29日㈫、30日㈬、31日㈭

１月
１日㈷、２日㈯、３日㈰、９日㈯、
10日㈰、11日㈷、16日㈯、17日㈰、
23日㈯、24日㈰、30日㈯、31日㈰

　年末のし尿収集は混み合います。20
日以降にお申し込みいただいても、年
内にくみ取りができないことがあります。
　12月にし尿くみ取りを予定されてい
る人は、余裕を持って12月10日㈭まで
にお申し込みください。
　なお、年末年始など、指定された収
集日以外のくみ取りは行っておりません
ので、日ごろから便槽の量を確かめる
などの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。不定期収集の申し
込みは12月11日㈮までにお願いします。

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633

12月４日㈮～10日㈭は
第67回人権週間

「みんなで築こう 人権の世紀～考えよう
相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～」
　私たち一人ひとりが人権について正し
く理解し、今一度、身近なことから人権
を考えてみましょう。
◆オープニングセレモニー

12月５日㈯14:00～15：00
ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）

内容：延命保育園５歳児による合唱とダ
ンス、一日人権擁護委員委嘱式、人権ク
イズ大会など

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

４

12月１日㈫～31日㈭は
年末の交通安全県民運動が

実施されます
◆運動の基本
　高齢者と子供の交通事故防止
　～キラリ輝くおうみ交通マナー～
◆運動の重点
①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
乗車中の交通事故防止
②後部座席を含めた全ての座席の
シートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

交通政策課
　☎0748-24-5658　 050-5801-5658
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お子さんの予防接種はお済みですか？
（麻しん風しん混合・２種混合）

　今年度の対象となるお子さんは次の
とおりです。接種がまだの人は計画的
に接種を受けましょう。詳細は健康ガ
イドブックをご覧ください。
◆麻しん風しん混合（MR）

平成21年４月２日～平成22年４月１日
生まれ（来年度小学校に入学する人）
※予診票は「すくすく手帳」に綴ってあ
るものをお使いください。
◆２種混合 ジフテリア・破傷風（DT）

平成15年４月２日～平成16年４月１日
生まれ（接種勧奨年齢）

健康推進課
　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646

東近江市芸術文化祭イベント

◆東近江市文化団体連合会「文化展」
12月８日㈫～13日㈰10:00～16:00

８日㈫は13:00から、13日㈰は15:00まで
八日市文化芸術会館　展示室

◆ Osaka Shion Wind Orchestra コンサート
　八日市高校吹奏楽部も出演します。

（※自由席。満席の場合は入場をお断り
することがあります。）

12月12日㈯13:30から（開場13:00）
八日市文化芸術会館
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

家屋を取り壊したときは届出を

　固定資産税は、毎年１月１日現在に
おいて課税されます。年末までに家屋
を取り壊した場合は届出をしてくださ
い。必要書類など詳しくはお問い合わ
せください。

資産税課
　☎ 0748-24-5637　 050-5801-5637

市民ギャラリー

文学会作品展
12月１日㈫～11日㈮

田中佑芽作品展
12月15日㈫～25日㈮

中西編物教室作品展
12月１日㈫～平成28年１月15日㈮
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

就学校の変更

　公立の小中学校は、住所地により就
学校を指定しています。特別な事情によ
り、指定された学校への就学が困難な
場合は就学校の変更が認められること
があります。平成28年度以降の変更を
希望される場合（入学予定者を含む。）
は手続きが必要ですので、平成28年１
月８日㈮までにお問い合わせください。

学校教育課
　☎ 0748-24-5671　 050-5801-5671

お口の定期健診を受けましょう

　歯とお口の病気は、全身のさまざま
な病気と関係しています。歯周病の検
査や歯科衛生士のブラッシング指導を
受けて、全身の健康につなげましょう。
◆歯周疾患検診

H27年度対象者  ※現在治療中の人は対象外

30歳（昭和60年４月１日～昭和61年３月31日生）
40歳（昭和50年４月１日～昭和51年３月31日生）
50歳（昭和40年４月１日～昭和41年３月31日生）
60歳（昭和30年４月１日～昭和31年３月31日生）
70歳（昭和20年４月１日～昭和21年３月31日生）

500円
※検診医療機関など、詳しくは市ホーム
ページまたは健康ガイドブックをご覧く
ださい。

健康推進課
　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646

ガソリン・タクシー券が近江鉄道
でも使えるようになりました

◆対象となるガソリン・タクシー券
　障害福祉課への申請により、すでに
交付済みの平成27年度分のもの
◆利用方法
・乗車券や回数券などの購入時に提出
し、購入金額から助成券の金額分を差
し引いた差額を支払ってください。
・無人駅などから乗車した場合は、降
車時に乗務員または駅員に提出し、乗
車にかかった運賃から助成券の金額を
差し引いた差額を支払ってください。
※お釣りは出ませんのでご注意ください。

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 050-5801-5640　FAX  0748-24-5693

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

◆種目：会員交流ライフル競技大会
平成28年１月23日㈯
県立障害者福祉センター（草津市）
12月16日㈬まで

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

保育士再就職研修会 参加者

　最新の保育事情や実技を学びます。
１月13日㈬９:45～16:30

　１月20日㈬９:30～16:30
厚生会館４階（大津市）
保育資格があり、県内の保育施設へ

の就職・再就職を希望する人
１月６日㈬まで
15人（申し込み先着順）

滋賀県保育士・保育所支援センター
　☎ 077-516-9090　FAX 077-521-2117　
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　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枠１か月）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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