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滋賀県障害者スポーツ大会参加者

◆種目：会員交流ボウリング大会
２月27日㈯
ラウンドワン浜大津（大津市）
滋賀県障害者スポーツ協会会員
１月20日㈬まで

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

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：リトミック）
　リズムに合わせていろいろな動きを親
子で楽しみましょう。

開催日 開催場所

１月19日㈫ 蒲生コミュニティセンター

１月20日㈬ ぷらざ三方よし

１月22日㈮ やわらぎホール

１月27日㈬ 中野コミュニティセンター

１月29日㈮ 愛東支所

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

❷親子の絆づくり「赤ちゃんがきた！」
　０歳児を初めて育児する母親のため
の仲間・絆・学びのプログラム。赤ちゃ
んとの接し方や親になる心構えなどを
学びます。
◇八日市保健センター

２月16日㈫、23日㈫、３月１日㈫、８日㈫
◇湖東保健センター、能登川保健セン
ター、蒲生支所

２月18日㈭、25日㈭、３月３日㈭、10日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（平成27年９月～12月生まれ）
とその母親

各会場10組（申し込み先着順）
864円（テキスト代）

１月18日㈪から
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

シニア世代の仲間づくり講座  受講生

第１回：自己紹介、ニュースポーツ
第２回：うどん打ち
第３回：ボランティア活動紹介
第４回：先輩シニアの活動紹介
第５回：車座トーク～今後の活動に向けて
　　　  語りましょう～

２月19日㈮から３月18日㈮までの毎
週金曜日の全５回講座

東近江市福祉センターハートピア（今崎町）
市内在住のおおむね60歳以上の人
15人（申し込み先着順）
1,000円　※別途材料代

東近江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
スキー競技　参加者

　本市代表として参加する選手を募集
します。
種目：クロスカントリー

２月27日㈯　
箱館山スキー場（高島市）

種目：アルペン
３月５日㈯　
びわこバレイスキー場（大津市）
１人300円
１月22日㈮まで

※参加資格など詳しくはお問い合わせ
ください。

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

布引運動公園体育館
フィットネス教室  ワンコイン体験

　１月～３月にかけて実施するフィットネ
ス教室が、１回に限り500円で体験でき
ます。対象の教室は以下のとおりです。
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／
バレトン

16歳以上　 １回500円
電話で随時受け付けています。受講

料は当日に同体育館の事務室でお支払
いください。
※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

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
◆リトミックひろば（１日体験講座）

１月５日㈫、２月２日㈫ 10:00～11:30
湖東コミュニティセンター
１回400円

◆男のヨガ入門
１月14日㈭、28日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆きもの着付け入門
１月16日、23 日、30 日、２月６日

　いずれも土曜日　10:00～12:00
能登川コミュニティセンター
15人（申し込み先着順）　
2,000円（全４回）

◆整理収納アドバイス
　「書類編」「キッチン編」「冬物編」

１月16日、２月６日、３月12日
　いずれも土曜日　９:30～11:00

能登川コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）
1,500円（全３回）

◆ゆったりヨガ入門
　～春まで待てないぽかぽかコース～

１月19日、２月２日、16日、３月１日、　
　15日   いずれも火曜日   10:00～11:30

八日市文化芸術会館
15人（申し込み先着順）
2,500円（全５回）

◆エンジョイ体験講座アラカルト①
　ゆったりヨガの講座

１月23日㈯ 10:00～11:30　
能登川コミュニティセンター
20人（申し込み先着順）
500円

◆エンジョイ体験講座アラカルト②
　おいしいお茶の講座

１月30日㈯ 10:00～11:30　
能登川コミュニティセンター
16人（申し込み先着順）
500円（材料費別途500円）

ウェルネス講座　受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
１月13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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東近江警察署管内
交通安全スローガン

　交通事故のない安全安心なまちを築
くため、東近江地区交通安全推進会議
では「交通安全スローガン」を募集し
ます。
テーマ：「交通安全への願いが込められ
ていて、みんなが親しみやすいもの」
部門：小中学生の部、一般の部、高齢
者の部（65歳以上）

市内在住、在勤、在学の人
１月15日㈮～２月29日㈪必着。氏名

（小中学生は学校名と学年）、年齢、住
所、電話番号、スローガンを記入のうえ、
交通政策課までご応募ください。郵送
やメール、ファックスで受け付けていま
す。

交通政策課
　☎ 0748-24-5658　 050-5801-5658
　 FAX : 0748-24-5692
メール：kotsu@city.higashiomi.shiga.jp
郵送先：〒 527-8527　東近江市八日市
緑町 10-5　東近江市役所交通政策課

ファミリー・サポート・センター会員

　育児の支援が必要な人（依頼会員）
に支援ができる人（協力会員）を紹介し、
地域で子育てを応援します。協力会員・
両方会員を養成する講座を開催します。

（全２日間受講、子育てサポーター養成
講座と合同）
※依頼会員はファミリー ･ サポート･ セ
ンターにて随時登録できます。その際は
印鑑をお持ちください。

開催日時 内容

１月27日㈬
９:40～14:30

・オリエンテーション
・子育て支援の現状と求め
　られるサポーター
・子どもの病気、けが、事
　故の予防と対応

１月28日㈭
９:40～16:00

・子どもの心と体の発達と
　遊び
・子どもの栄養と食生活
・普通救命講習

※受講時の託児あり（事前申し込みが必要）
ウェルネス八日市
印鑑、筆記用具
１月22日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
　☎ 0748-22-8202　 050-5801-1135

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

13日㈬ 13:00～15:30 蒲生支所　２階202会議室
※電話予約受付（先着５人）１月５日㈫８:30から

19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）１月12日㈫８:30から

26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）１月19日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士によ
　る相談

15日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室

行政相談
※行政相談委員
　による相談

22日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

行政なんでも
相談所 27日㈬ 13:30～16:00 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）※受付13:00～15:30

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

13日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室
14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室
15日㈮ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室

20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）

男女共同参画
やすらぎ相談 15日㈮、28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 13日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
コスモスの会 15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 16日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

ほっとミルク
20日㈬

13:00～15:00 ※会場はお問い合わせください。
　☎ 0748-24-5641

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 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
カタクリの会 28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

湖東歯科医師会
市民公開健康講座

講演：「歯科医師からのお話　可愛らし
い子に育てたい！・丈夫な子に育てた
い！・賢い子に育てたい」～その絶対

的な秘訣！！～
講師：歯科医師　小佐々晴夫さん

１月31日㈰15:00～16:20
県立男女参画センター（近江八幡市）
100人
湖東歯科医師会　☎ 0748-20-2801
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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12月１日）
　人口：115,324人（－44）
　男性：57,198人（－38）
　女性：58,126人（－６）
　世帯数：42,425世帯（－22）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
今年は申年、巷ではよく「見ザル、聞か
ザル、言わザル」の三猿を目にします。
他人の欠点や過ちは、見ない、聞かない、
言わないのが良い方策であるという意味
があるそうです。一方、広報担当の私た
ちは…、「よく見ます、よく聞きます、広
くPRします」を新年の抱負として、一生
懸命頑張りたいと思うでごザル。（W）

平成28年1月１日発行
（通巻132号）

お知らせお知らせ

地域の子育て相談員養成講座

　地域、NPO法人、ボランティア団体
などで子育てに関わる相談員の資質向
上に向けた養成講座を開催します。結
婚、妊娠、出産、育児について楽しく
学べる講座です。また、グループで交
流するコツも学びます。
講師：認定特定非営利活動法人　ひこ
ね育ちのネットワーク・ラポール理事長　
廣田幸子さん

【第１日程】
１月20日㈬、２月３日㈬13:00～17:00

【第２日程】
１月27日㈬、２月10日㈬13:00～17:00
市役所　本庁舎新館３階会議室

※どちらの日程も内容は同じです。申し込
み不要でどなたでも参加いただけます。

こども家庭課
　☎ 0748-24-5643　 050-5801-5643

１月の休日歯科診療

１日㈷ 輪田歯科医院（蒲生郡日野町）
☎ 0748-53-0610

２日㈯ 井田歯科診療所（八日市金屋
一丁目）☎ 0748-23-4588

３日㈰ コウ歯科クリニック（蒲生郡竜
王町）☎ 0748-26-5588

11日㈷ 藤関歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-46-4567

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

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）

　

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㈰

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

滋賀県身体障害認定基準の変更

　平成28年１月から滋賀県身体障害認
定基準が一部変更になります。
主な変更点：肢体不自由分野において
補装具を装着した状態の判定から、装
着しない状態での判定に変わります。
対象者：平成28年１月以降に市役所窓
口に申請された人
■認定基準に関する問い合わせ先

滋賀県障害福祉課
　☎ 077-528-3543　
■指定医師に関する問い合わせ先

東近江市障害福祉課
　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640

　
　
　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

　４月以降の入札に参加するための
資格申請です。
◆業種
①建設工事
②測量・建設コンサルタントなど
③物品および役務

１月21日㈭～２月１日㈪
　９:00～11:30、13:00～16:00
　（土・日は除く）

市役所　東庁舎
申請の要領および書類は、契約

検査課で配布しています。市ホーム
ページからもダウンロードできます。

契約検査課
　☎ 0748-24-5614
　 050-5801-5614

平成28年度
入札参加資格審査

申請の受付

広

告

有

料

▲
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人口減少・少子高齢化関連調査
（住民調査）の実施

　本市では、人口減少・少子高齢化対
策や地域活性化施策を研究する厚生労
働省国立社会保障・人口問題研究所に
協力して、住民調査を実施します。
　調査票がお手元に届いた皆さんには、
調査の趣旨をご理解いただき、ご協力
をお願いします。
◆調査対象
本市在住の15歳以上の男女（約4,800人）
◆調査期間
１月上旬に調査票を配布、22日㈮締切
◆調査方法
郵送される調査票に回答いただき、返
信用封筒に入れて郵便ポストに投函して
ください。
◆主な調査項目
・結婚に対する考え方ついて
・夫婦が希望する子どもの数、子育て　　
   支援策の必要性や満足度

・引越前後の居住地、今後の引越の意向
◆調査に関する問い合わせ先
調査票に記載された専用電話にご連絡
ください。

総合政策課
　☎ 0748-24-5562　 050-5801-5690

マイナンバーを悪用した
不審電話や詐欺にご注意ください

　行政機関などが、マイナンバーについ
て電話、メール、手紙、訪問などで問
い合わせをすることはありません。その
ような問い合わせや連絡があった場合
は、安易に答えずに、市役所や警察な
どにご相談ください。
◆通知カードがまだ届いていない場合
は下記へお問い合わせください。

市民課
　ナビダイヤル　☎ 0570-078-963
　☎ 0748-24-5630　 050-5801-5630

17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。
■１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

湖東・湖北地域障害者就職面接会

　求人事業所と求職者の個別面談方式
で開催します。

２月５日㈮13:00～15:30
ホテルニューオウミ（近江八幡市）
ハローワーク東近江

　☎ 0748-22-1020

税務署還付申告会場の開設

　平成27年分の所得税および復興特別
所得税の申告受付期間は、２月16日㈫
から３月15日㈫までです。
　近江八幡税務署では、還付申告にお
ける会場を２月８日㈪から開設しますの
で、お早めの申告をお願いします。

近江八幡税務署
　☎ 0748-33-3141

市民ギャラリー

墨想の会　書道教室展
１月４日㈪～15日㈮
東近江市社会福祉協議会障害者デイ
サービスセンター作品展

（ちぎり絵、手芸、編物、陶芸などの展示）
１月19日㈫～29日㈮
市役所　本庁舎本館１階ロビー
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

人権尊重をめざす
東近江市女性のつどい

講演「忘れそうな大切な心」
講師：長寿寺（湖南三山）寺庭婦人
　　　藤支照子さん
アトラクション：
ザ・ミッションによる演奏

１月23日㈯13:30～16:00
五個荘コミュニティセンター
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

献血にご協力ください

◆平成28年滋賀県「はたちの献血」キャ
ンペーン実施中！（１月１日から２月29日
まで）
　成人式を迎える「はたち」の若者をは
じめ、多くの皆さんの献血へのご協力を
お願いします。（全血、200ml、400ml）

１月６日㈬９:30～12:00、13：00～15：30 
市役所　本庁舎新館

※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

「街道をゆく」は近江からはじまった
司馬遼太郎没後20年記念シンポジウム

基調講演：
『街道をゆく』が生まれるまで

講師：司馬遼太郎記念財団理事長　
　　　上村洋行さん
シンポジウム
パネリスト：国際日本文化センター名誉
教授　山折哲雄さん、元滋賀県知事　
武村正義さん、作家　諸田玲子さん

４月23日㈯13:30～16:00
県立文化産業交流会館（米原市）

☎ 0749-52-5111　FAX : 0749-52-5119

広

告

有

料

▲

＊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　 050-5801-5658

１㎡当たり１日100円（最長３年間）

能 自由通路登川駅

壁 面 広 告 主

募 集
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