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子育て支援事業参加者

◆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

５月11日㈬、18日㈬、25日㈬、６月１日㈬
◇湖東保健センター、能登川保健セン
ター、蒲生支所

５月12日㈭、19日㈭、26日㈭、６月２日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（平成27年12月～平成28年３
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）

４月11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

姉妹都市使節団受け入れ
ホストファミリー

　７月５日㈫から12日㈫にかけて、姉妹
都市のカナダ・アルバータ州テーバー町
から、友好親善使節団（大人）を迎え
るにあたり、ボランティアで民泊を受け
入れていただける市内在住の家庭を募
集します。期間中は、ホストファミリー
デーを設ける予定
です。

朝夕に市役所ま
たは市内の指定場
所へ団員を送迎し
ていただける家庭

４月28日㈭までに所定の申込書で国
際交流協会または市役所企画課へ申し
込んでください。
※申込書は東近江国際交流協会、市役
所企画課に設置しています。（郵送可）
※民泊家庭は、使節団員の希望と調整
の上、決定します。

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

延命荘趣味教室受講生

講座名 曜日／時間

踊　り 第２・４月曜／13:30～15:30

生　花 第２・４火曜／13:30～15:30

囲碁・将棋 第２・４月曜／９:30～15:30

俳　句 第 ２ 火 曜／13:30～15:30

書　道 第２・４水曜／９:30～11:30

墨　絵 第２・４水曜／13:30～15:30

カラオケ 第２・４火曜／13:30～15:30

健康スポーツ 第２・３・４金曜／９:30～11:30

大正琴 第１・３火曜／９:30～11:30

楽書会 第１・３木曜／９:30～11:30

詩　吟 第２・４月曜／14:00～16:00

煎茶道 第１・３・４水曜／13:30～15:30

押し花 第１水曜・第２木曜／９:30～12:00

フラダンス 第２・４月曜／９:30～11:00

社交ダンス 第１・３木曜／13:30～15:30

※都合により変更する場合があります。
おおむね60歳以上
講座により異なる（無料～1,000円／回）

老人福祉センター延命荘
　☎ 0748-22-6000　 050-5801-6000

ウェルネス講座  受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
４月13日㈬ 10:00～11:30　
500円

◆簡単たのしく動くリズム体操
４月28日㈭ 10:00～11:30　
500円

ウェルネス文化講座 受講生募集
【講座の一例】

茶道（裏千家）／華道（池坊）／水墨
画／実用書道・ペン字／英会話（入門、
初級、中・上級）／中国語（初級）／
韓国語（入門）／初めてのフランス語
／フラワーアレンジメント／ビーズアク
セサリー／ファイナンシャルプランナー
３級／押し花／彫銀／ネイル／シャドー
ボックス／お片付けカルトナージュ／初
めてのパッチワークとハワイアンキルト

４月２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。

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

布引運動公園体育館
フィットネス教室ワンコイン体験

　４月～６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）／ステップウォーキン
グ＆ボールエクササイズ／らく！楽！エク
ササイズ／コアバランスヨガ／バレトン／
ストレッチエアロ（単発教室）／シェイ
プアップダンス（単発教室）

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

幼稚園教諭免許・保育士資格
取得特例講座受講生

　幼稚園教諭免許または保育士資格の
いずれか一方のみの免許・資格所有者
を対象にした特例講座の受講生を募集
します。（※受講料が必要です。）

４月20日㈬まで
※募集要項など詳しくはホームページを
ご覧ください。
　（http://www.newton.ac.jp/bgu/）

幼稚園教諭免許または保育士資格の
いずれか一方のみの免許・資格所有者

40人程度
びわこ学院大学

　☎ 0748-22-3388

ミシガン州友好親善使節団員

　滋賀県の姉妹州であるアメリカ合衆
国ミシガン州でホームステイし、生活
体験や交流を通して国際理解と友好を
深める使節団員を募集します。

８月24日㈬～８月31日㈬
県内在住で満18歳以上（平成28年４

月１日現在。ただし、高校生は除く。）
の人。かつ、健康で団体行動に協調でき、
１人でホームステイや宿泊が可能な人。

40人　 未定（前回は238,000円）
４月15日㈮～５月16日㈪
滋賀県国際室　☎ 077-528-3061
企画課

　☎ 0748-24-5610　 050-5801-5610
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布引グリーンスタジアム講座受講生

布引グリーンスタジアム
　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801
❶ジョギング教室（初心者向け・前期）

５月17日～６月21日の毎週火曜日
　（全６回）いずれも19:30～21:00

18歳以上の初心者
25人（申し込み先着順）
3,000円

❷マラソン教室（中級者向け・前期）
５月19日～８月４日の毎週木曜日

　（全12回）いずれも19:30～21:00
18歳以上の中級者
20人（申し込み先着順）
6,000円

❸姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ
５月20日～６月24日の毎週金曜日

　（全６回）いずれも10:00～11:15
18歳以上
20人（申し込み先着順）
3,000円

上記❶❷❸共通
４月１日㈮～５月15日㈰

❹キッズ陸上教室（前期）
５月14、21、28日、６月11、18、25日

　（全６回）いずれも土曜日16:30～18:00
小学１～３年生
60人（申し込み先着順）　
3,000円

４月16日㈯～５月８日㈰

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

４月14日㈭、28日㈭ 14:30～15:30　
500円

◆パステル画入門（３回講座）
４月27日㈬14:00～16:00
2,000円（全３回分）

平成28年度 ライフロング講座
受講生募集中です！

　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、60以上のさま
ざまな講座を開催します。講座の詳し
い内容は、３月20日に発行した募集チ
ラシまたはホームページをご覧のうえ
お早めにお申し込みください。
HP：http://yokaichi-bungei.com/
lifelong/

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

12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）４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）４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）４月19日㈫８:30から

登記相談 15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相談

行政相談
※行政相談委員
　による相談

13日㈬
９：00～11：00 永源寺コミュニティセンター  ３階302会議室

９：30～12：00 能登川コミュニティセンター  ２階多目的室１

14日㈭ ９：00～12：00 愛東支所　会議室３

15日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室

19日㈫ ９：30～12：00 五個荘支所　１階相談室

27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

12日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
13日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室
14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

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 14日㈭、15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
12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）

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 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
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

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

◆種目：フライングディスク
５月15日㈰
長浜バイオ大学ドーム（長浜市）
４月13日㈬まで

◆種目：アーチェリー
６月５日㈰
県立障害者福祉センター（草津市）
４月20日㈬まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
    050-5801-5640  FAX 0748-24-5693
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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３月１日）
　人口：115,237人（－33）
　男性：57,191人（－８）
　女性：58,046人（－25）
　世帯数：42,453世帯（＋４）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
　表紙の写真は、3 月 12 日に開催され
た本町「春」パサージュで撮影しました。
笑顔がかわいらしい子どもたちに魅か
れ、撮影をお願いしようと周囲をうろう
ろ。意を決して話しかけると、みんな笑
顔で撮影を受けてくれました。今回に
限らず、いつも撮影や取材に協力してく
ださる市民の皆さんに感謝です。（H）

平成28年４月１日発行
（通巻135号）

お知らせお知らせ

４月６日㈬～15日㈮は
春の全国交通安全運動実施期間です

◆運動の基本
　子どもと高齢者の交通事故防止
◆運動の重点
①自転車の安全利用の推進
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

重度の障害がある人へのガソリン・
タクシー・近江鉄道助成券交付

　在宅生活をされている重度の障害が
ある人を対象に、社会参加促進・移動
支援事業の申請を受け付けています。
◆助成内容
　タクシー運賃、自動車燃料費および
近江鉄道運賃に使用できる5,000円分
の共通券
◇社会参加促進事業対象者…身体障害
者手帳１～３級、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳１級～２級の人
◇移動支援事業対象者（所得制限あり）
…18歳未満で身体障害者手帳１～２級・
療育手帳Ａ・特別児童扶養手当１級の
認定を受けている人。重症心身障害者

（児）、人工透析を受けている人
※いずれも４月１日現在で市内在住の人
が対象です。施設入所中や長期入院中
の人は対象になりません。

５月31日㈫までに、障害福祉課また
は各支所で申請してください。

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

犬の登録と狂犬病予防注射

　犬の登録（犬の生涯に１回）と狂犬病
予防注射は飼い主の義務です。
　狂犬病予防注射は毎年受けなければ
なりません。４、５月は市内を巡回（集
合注射）しますので、最寄りの会場で接
種してください。実施日は市ホームペー
ジや案内ハガキなどでご確認ください。
◆接種にあたってのお願い
・すでに登録済みの飼い犬の場合は、
受付で「登録カード（愛犬カード）」と
案内ハガキをご提出ください。
・必ず、犬を制止させる（抑える）こと
ができる人が連れてきてください。
※犬の体調が悪いときは、別の日また
は動物病院で接種してください。
◆手数料

6,400円（新規）、3,400円（登録済）
生活環境課

　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633

４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）

　

４月
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、
16日㈯、17日㈰、23日㈯、24日㈰、
29日㈷、30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

４月の休日歯科診療

29日㈷
小川歯科医院

（垣見町719）
☎ 0748-42-2130

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

広

告

有

料
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＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください

≪お願い≫公共機関にお電話いただく際には、市外局番など番号の確認をお願いします。

児童扶養手当の額が改定されます

　消費者物価指数の変動により、平成
28年４月分から手当額が 0.8％引き上げ
られます。

区分 ３月分まで ４月分から

全部支給
（月額）

42,000円 42,330円

一部支給
（月額）

41,990円～
9,910円

42,320円～
9,990円

＊多子加算は変更ありません。
（２人目は5,000円加算、３人目以降は

１人につき3,000円加算）
こども家庭課

　☎ 0748-24-5643　 050-5801-5643

固定資産税評価額の縦覧

　自己の所有する土地・家屋の評価額
が適正であるかどうかを確認するため、
市内のほかの土地・家屋の評価額をご
覧いただける制度です。
【縦覧できる事項】

土地：所在地、地番、地目、地積、市
街化区分、評価額
家屋：所在、家屋番号、種類（用途）、
構造、床面積、市街化区分、評価額

４月１日㈮～５月31日㈫
　土・日・祝日を除く８:30～17:15

市役所資産税課および各支所
①免税点以上の固定資産税の納税義

務者、②納税義務者と同一世帯の人、　
③納税管理人　①～③いずれかの人

本人であることを確認できるもの。
代理人の場合は委任状と代理人本人で
あることを確認できるもの
※制度の趣旨から外れる場合は、縦覧
をお断りすることがあります。

資産税課
   ☎0748-24-5605   050-5801-5605（土地）
   ☎0748-24-5637   050-5801-5637（家屋）

市民ギャラリー

◆八日市フォトクラブ写真展
４月８日㈮まで
◆鵜飼雅樹水彩画サークル

４月12日㈫～22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

就学援助費給付申請

援助内容　学用品、給食、修学旅行な
どの各費用の一部

経済的理由により就学費用の負担に
お困りの小中学生の保護者（所得基準
あり。）

事前に小中学校に連絡のうえ、５月
27日㈮までに申請書類を学校へ提出し
てください。期限を過ぎると、認定月
からの援助となります。前年度から継
続の場合も、手続きが必要です。

教育総務課
　☎ 0748-24-5670　 050-5801-5670

奨学金・医学生奨学金貸付制度

　経済的な理由で就学が困難な高校生
や大学生などを援助するための無利子
の奨学金貸付制度です。
◆奨学金の種類（年間貸付金額）　
①高等学校および高等専門学校奨学
金（12万円）、②大学奨学金（24万円）、
③医学生（歯学生含む。）奨学金（入学
支度金30万円、授業料 50万円）
◆貸付期間　
それぞれの学校の修業年限
※卒業後、奨学金の種類ごとに定められ
た期限内に全額償還していただきます。

４月28日㈭までに申請書類などを提
出してください。申請書などは教育総
務課に設置しています。
※貸付には審査があります。

教育総務課
　☎ 0748-24-5670　 050-5801-5670

介護用品購入助成券の申請

　平成28年度の介護用品購入助成券（お
むつ券、月額3,000円）の申請受付は、
４月１日㈮からです。対象と思われる人
には通知しますが、通知がない場合で
も次の人は対象となります。

介護保険の要介護認定区分が「要介
護１～５」で、在宅でおむつなどを使用
されている人。なお、要介護１・２の人
は、担当のケアマネジャーの証明が必要
です。担当がおられない場合は介護用品
購入のレシートなどをお持ちください。（※
入院、介護保険施設に入所、グループホー
ムなどに入居されている人は対象外）

長寿福祉課
　☎ 0748-24-5645　 050-5801-5645

手話通訳者が蒲生支所に
配置されています

　蒲生支所には、次の日程で手話通訳
者が配置されています。配置日以外ま
たは蒲生地区以外で手話通訳が必要な
ときは、お気軽にご相談ください。

４月 ４日、18日
いずれも月曜日

10:00～12:00
５月 ２日、16日

６月 ６日、20日

蒲生支所　☎ 0748-55-4883
　 050-5801-4883  FAX 0748-55-1160

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

集団予防接種によりＢ型肝炎
ウィルスに感染していませんか

　昭和23年７月１日から昭和63年１月
27日の間で７歳になるまでに集団予防
接種やツベルクリン反応検査を受けた
ことがある人で、集団予防接種などの
注射器連続使用でＢ型肝炎ウィルスに
感染した人は、病態区分に応じて給付
金などが支給される場合があります。
　感染しているかどうかは次の検診で
調べることができます。（※市や加入し
ている保険者が実施している検診が優
先されます。）
❶市が実施する肝炎ウィルス検診

40歳以上で、今までに肝炎ウィルス
検診を受けたことのない人

700円
健康推進課

　☎ 0748-24-5646　 050-5801-5646
❷東近江保健所

市や保険者が行う検診に該当しない人
◆受付日時（予約制）
　毎月第１・３水曜日　９:00～11:00

東近江保健所
　☎ 0748-22-1309

◆給付金について
厚生労働省ホームページで【Ｂ型肝
炎訴訟】で検索、または厚生労働
省電話相談窓口（☎ 03-3595-2252）
にお問い合わせください。
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