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市民協働推進委員

　協働によるまちづくりの調査、審議、
市民協働の取り組みの検討を行う市民
協働推進委員会の委員を募集します。
◆任期
　平成28年４月１日から２年間

①本市在住、在勤の18歳 以上の人　
②市民活動や地域コミュニティについて
関心を持ち、建設的な意見を提案いた
だける人　※国、地方公共団体の議員・
公務員を除く。

３人程度
所定の申込書に必要事項を記入し、

３月15日㈫までに郵送・メール・持参に
て提出してください。

まちづくり協働課
　〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号
　☎ 0748-24-5623　 050-5801-5623　　　
メール：machikyo@city.higashiomi.shiga.jp

配食サービス見守り事業 事業者

　安否確認が必要で、なおかつ食事の
確保ができない高齢者を対象に、配食
サービス見守り事業を実施しています。
　自宅を訪問して食事を直接手渡し、
安否確認をしていただける事業者を募
集します。
■弁当代（原材料費）　
　事業者が決定し、その代金を利用者
が負担します。
■安否見守り料
　 １回の配食につき280円を市が支払い
ます。

長寿福祉課
　☎ 0748-24-5645　 050-5801-5645

滋賀県警察官（Ａ・大卒程度）

◆試験区分、採用予定人数
①男性Ａ＝56人程度  
②女性Ａ＝９人程度

昭和61年４月２日以降に生まれた男
女で、４年制大学を卒業または平成29
年３月末までに卒業見込みの人

３月14日㈪～４月22日㈮まで
※詳しくは滋賀県警察のホームページを
ご確認ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

滋賀県警察本部
　☎ 0120-204-314

健康推進員養成講座  受講生

　食生活の改善や生活習慣病の予防な
ど、市民の健康づくりの推進に取り組む
サポーターの養成講座です。
内容：講義、調理実習、軽い運動など

５月～12月の間で８日間（35時間）
満20歳以上の市民で、平成29年度か

ら健康推進員として活動できる人
調理実習の材料費
３月31日㈭まで

健康推進課
☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646
　または各保健センター

ウェルネス講座  受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
３月９日㈬ 10:00～11:30　 500円

ウェルネススポーツ講座
 受講生募集

【教室の内容】
本来の健康を取り戻すシニアヨガ／
笑いヨガとリラクゼーションヨガ／楽
しいフォークダンスとレクダンス ／
健康太極拳／リフレッシュヨガ／初
めてのハワイアンフラ／優しいベリー
ダンス／簡単楽しく動くリズム体操
／健康美バレトン

３月28日㈪９:00から受付開始（申し
込み先着順）。受講料を添えてお申し
込みください。
＊詳しくは募集チラシをご覧ください。
※文化講座は４月２日㈯から受付開始

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

赤十字県民大学　受講生

　大津赤十字病院、長浜赤十字病院の
診療部長などによる医療講話です。

４月～平成29年３月の土曜日（月１回程度）
大津会場：ピアザ淡海県民交流セン

ター　米原会場：滋賀県立文化産業交
流会館

18歳以上
３月25日㈮まで

※詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.shiga.jrc.or.jp

日本赤十字社滋賀県支部
　☎ 077-522-6758

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
◆春を呼ぶ「お茶入門」
　香りを楽しむハーブティー＆ほうじ茶実演

３月４日㈮14:00～15:30
八日市文化芸術会館
10人程度（申し込み先着順）
500円（材料費別途500円）

◆ライフロング講演会「田中優さんに
聞く、日本の今と未来～地球温暖化・
エネルギー問題にどう立ち向かうのか」

３月６日㈰13:30～15:30
湖東コミュニティセンター
150人（当日先着順）

◆男のヨガ入門
３月10日㈭、24日㈭14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆整理収納アドバイス
　「冬物お片付け」

３月12日㈯９:30～11:00　
能登川コミュニティセンター
20人程度（申し込み先着順）
700円

平成28年度 ライフロング講座
受講生募集

＝３月24日㈭９:00から受付開始＝
　八日市文化芸術会館や市内コミュ
ニティセンターを会場に、さまざまな
講座を開催します。講座の詳しい内
容は、３月中旬に発行する募集チラ
シをご覧のうえお申し込みください。

びわこ学院大学
科目等履修生、聴講生

　教育福祉学部（子ども学科・スポーツ
教育学科）と短期大学部（ライフデザイ
ン学科）の約70科目で、受講生を募集
しています。 詳しくはホームページをご
覧ください。
http://www.newton.ac.jp/bgu

18歳以上　
別途必要
３月10日㈭まで（後期授業の申し込

みは８月）。募集要項は下記まで請求し
てください。

びわこ学院大学　
　☎ 0748-22-3388
　メール：kyoumu@newton.ac.jp
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市立小中学校の体育館、
運動場などの利用登録

　市立小中学校、運動場などの平成28
年度利用登録を受け付けています。
　「団体登録申請書」と「管理指導員及
び運営委員報告書」を、利用を希望す
る小中学校区の学校開放委員会または
スポーツ課まで提出してください。あわ
せて３月に各地区で開催する管理指導
員講習への参加が必要です。
※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

親子教室の保育ボランティア

　市内保健センターにて月２回程度実
施している親子教室で、０～２歳未満
の子どもを保育していただけるボラン
ティアを募集します。
　ご協力いただける人は、八日市保健
センターまでご連絡ください。

八日市保健センター
　☎ 0748-23-5050　 050-5801-5050

講演会・パネルディスカッション
「メディアを使い市民が伝える」

第１部：講演会
「地

ま ち

域の情報を市民から～メディアを
使って伝える大切さ～」
講師：松浦さと子さん（龍谷大学政策学
部教授）
第２部：パネルディスカッション

「地
ま ち

域の情報を市民から～私たちの取り
組み in ひがしおうみ～」
パネラー：安居長敏さん（滋賀学園中学・
高等学校）、小梶喜憲さん（東近江ケー
ブルネットワーク株式会社）、山梶瑞穂

（八日市図書館）
■講演の前に、昨年４月から12月に市
民の皆さんから投稿いただいた動画番
組「まちのわ」（東近江ケーブルネット
ワークで放送）の優秀作品を表彰しま
す。

３月11日㈮18:30～21:00
市役所東庁舎Ａ会議室
30人（申し込み先着順）

東近江市パブリックアクセス推進
協議会（事務局：NPO法人まちづくりネッ
ト東近江）
　☎ 0748-24-5571

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）３月１日㈫８:30から

16日㈬ 13:00～15:30 永源寺コミュニティセンター　２階203会議室
※電話予約受付（先着５人）３月９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）３月15日㈫８:30から

登記・相続相談 18日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※司法書士による相談

行政相談
※行政相談委員
　による相談

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

18日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室

23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

９日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室
10日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

16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）

18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 11日㈮、24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

９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

16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 19:30～21:30 愛東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 19日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
カタクリの会 24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

豊郷病院公開セミナー

テーマ：「認知症の人とのつきあい方」　　　　　
　　　　～本人も悩んでます～
講師：認知症疾患医療センター  セン

ター長　成田  実さん
３月26日㈯14:00～15:30
豊郷病院（犬上郡豊郷町）
（公財）豊郷病院　地域連携室

　☎ 0749-35-3001
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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28年２月１日）
　人口：115,270人（－34）
　男性：57,199人（－14）
　女性：58,071人（－20）
　世帯数：42,449世帯（＋７）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
「商家に伝わるひな人形めぐり」では

時代ごとに様々な表情のおひな様に出
会えます。おひな様には、子どもの健
やかな成長と幸せを願う親の思いがつ
まっています。色とりどりの衣装や飾り
を愛でるのと同時に、それぞれに込め
られた願いに思いを馳せるのもまたい
いかもしれません。（東）

平成28年３月１日発行
（通巻133号）

お知らせお知らせ

３月１日㈫～７日㈪は
子ども予防接種週間

　４月からの入園・入学に備えて必要な
予防接種を受け、病気を未然に防ぎま
しょう。
※期間中は、通常診療以外の土曜日も
予防接種が受けられます。医療機関や
日時は、市ホームページでお知らせし
ます。

東近江医師会
　☎ 0748-24-1441
　（土・日・祝を除く。）

認可外保育施設などの届出について

　児童福祉法施行規則の一部が改正さ
れ、平成28年４月以降は１日に保育す
る乳幼児の数が５人以下の認可外保育
施設などについても、原則として都道
府県への届出が必要となります。詳しく
は市ホームページに掲載しているリーフ
レットをご確認ください。幼児課の窓口
でも配布しています。

幼児課
　☎ 0748-24-5647　 050-5801-5647

３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）

　

３月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈷、21日（振休）、26日㈯、
27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

新入学（園）児と高齢者の
交通事故防止運動

　４月は新学期が始まり、新入学（園）
児が通い始めるため、子どもたちが交通
事故の被害に遭う危険性が高くなります。
また、高齢化率の上昇に伴い、高齢者
が関係する交通事故も増えています。
　こうした背景から、新入学（園）児と
高齢者を交通事故から守るため、家庭、
学校、園、地域などが一体となってこ
の運動を展開します。

３月15日㈫～４月15日㈮
◆運動の重点
①通園・通学路を中心とした安全確保
の推進
②子どもと高齢者を守る交通マナーの
向上
③新入学（園）児と保護者に対する交
通安全教育・指導の徹底

交通政策課
　☎ 0748-24-5658　 050-5801-5658

ご存知ですか？おりづる会

　公益財団法人おりづる会は、交通事
故によって父もしくは母、または両親を
亡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（滋賀県交
通戦略課内）☎ 077-528-3682

３月の休日歯科診療

20日㈷
住井歯科医院

（蒲生郡日野町）
☎ 0748-52-3434

21日（振休）
竜王町国民健康保険歯科診
療所（蒲生郡竜王町）
☎ 0748-57-1133

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

　
　
　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
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15:30 献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
３月15日㈫10:00～12:00、13：00～15：30 
能登川保健センター

※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

石綿（アスベスト）による疾病の
労災認定について

　中皮腫、肺がんなどを発症し、労働
者として石綿（アスベスト）ばく露作業
に従事していたことが原因である（業務
上疾病）と認められた場合には、労災
保険給付または特別遺族給付金が支給
されます。詳しくはお問い合わせくださ
い。

東近江労働基準監督署
　☎ 0748-22-0394

中小企業退職金共済制度

　従業員のための退職金制度です。国
の掛金助成を受けられ、掛金は全額非
課税です。社外積立なので管理も簡単
です。
※市の助成制度あり

中小企業退職金共済事業本部
　☎ 03-6907-1234

商工労政課
　☎ 0748-24-5565　 050-5802-9540

「耳の日記念」
滋賀県聴覚障害者福祉大会

記念公演（手話劇）：「手話の家族～聾
父母と聾娘～」
アトラクション：パフォーマー大道芸人　
きぼうさん

３月６日㈰10：00～16:00
八日市文化芸術会館
大人：前売券2,000円、当日券2,500

円　 中高生：前 売券1,000円、 当日券
1,500円　小学生以下：無料

聴覚障害者福祉大会事務局（一般社
団法人滋賀県ろうあ協会内）
　☎ 077-564-7722　FAX077-564-4157

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。
■３月の対象外施設：湖東プール、近
江商人博物館、永源寺温泉「八風の湯」

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

市民ギャラリー

シニア世代の趣味の会（絵画や写真な
どを展示）

３月１日㈫～25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
　

東近江市環境審議会  委員

　本市の環境保全に関して、基本的事
項を調査審議するため、環境審議会を
設置しています。年２回程度の審議会
に出席できる委員を募集します。
◆任期
　平成28年４月１日から２年間

①本市在住の20歳以上の人　②環境
の分野に関心が高く、専門的な知識、経
験のある人　③本市の各種審議会など
の委員を３つ以上兼ねていない人

２人程度
所定の申込書に必要事項を記入し、

「東近江市の環境施策への提案（低炭
素、資源循環、自然共生政策などへの
アプローチの視点など）と私の環境へ
の取り組み」に関する作文を添えて、３
月18日㈮までに郵送、ファックス、メー
ル、持参により提出してください。

生活環境課
　〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号
　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633　　　
　FAX 0748-24-5692
メール：kankyo@city.higashiomi.shiga.jp

布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生

　４月～６月にかけて実施するフィット
ネス教室の受講生を募集しています。

【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（仮称）／ 50才からの身体づ
くり（仮称）／コアバランスヨガ／バレ
トン／ストレッチエアロ（各回申し込み）
／シェイプアップダンス（各回申し込み）

16歳以上　
３月17日㈭９:00から

受講料を添えて事務室までお申し込み
ください。（電話不可） 
※お子様連れの受講はできません。
※１回500円で各教室を体験できます。

（ストレッチエアロとシェイプアップダン
スは１回500円の教室です。）

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

平成28年版　農地の賃借料情報
　農地の賃貸借の参考にしていただくための賃借料情報です。実際の契約にあたっ
ては、貸し手と借り手の両者でよく話し合ったうえで契約してください。　　　　 
                                                                                                                                           ＜10a当たり＞

※この情報は、平成27年１月～12月に農地法や農用地利用集積計画（利用権設定）
によって賃貸借された農地の賃借料を集計したものです。

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

地域 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
八日市 8,900円 15,000円 3,000円 1,851 田
永源寺 8,100円 11,000円 4,800円 29 田
五個荘 7,400円 11,000円 2,300円 193 田
愛東 6,200円 10,200円 3,000円 216 田
湖東 8,000円 13,000円 3,200円 596 田

能登川 8,800円 15,000円 5,000円 1,033 田
蒲生 6,700円 12,000円 2,600円 812 田
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