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テーバー町友好親善使節団
市民交流会　参加者

　カナダアルバータ州にある姉妹都市
のテーバー町から迎える友好親善使節
団と交流し、友情を深める交流会です。

７月７日㈭18:00～20:00
八日市商工会議所４階　大ホール

　（八日市東浜町）
50人（申し込み先着順）
2,000円（飲食代含む）　

６月24日㈮までに電話、ファックスま
たは e メールで氏名（ふりがな）、連絡
先を明記してお申し込みください。

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

東近江市民体育大会　参加者

◆剣道
６月５日㈰　 布引運動公園体育館
当日会場で受付

◆ソフトテニス
６月19日㈰　 ひばり公園テニスコート
６月10日㈮まで

◆テニス
６月26日㈰
ひばり公園テニスコートほか
６月17日㈮まで

◆タグラグビー
６月26日㈰　 布引グリーンスタジアム
６月10日㈮まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674　
　 050-5801-5674　 0748-24-1375

延命荘しゃんしゃんカレッジ  受講生

　健康づくりや教養を深める６回シリー
ズの講座です。館外研修、琴の演奏も
あります。

６月20日㈪、７月29日㈮、９月30日㈮、
10月31日㈪、11月30日㈬、12月21日㈬
いずれも９：30から　
※一部９：00、10:00から

おおむね60歳以上
内容によって異なる

延命荘
☎ 0748-22-6000　 050-8034-6000

手話講座（入門編）　受講生

　聴覚障害者について学び、手話であ
いさつや自己紹介程度の会話が可能な
人を養成します。

７月19日㈫～12月20日㈫19:00～21:00
※全24回講座

市役所本庁舎新館314会議室
東近江市、日野町、竜王町に在住、

在勤、在学者（高校生以上）で、手話
の学習経験が初めてまたはおおむね１年
未満で全課程を受講できる見込みの人

40人程度（申し込み先着順）
3,240円（教材費）　 ６月22日㈬まで　

※申込書に必要事項を記入し、郵送、
または窓口へ持参してください。

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 050-5801-5640　 0748-24-5693
　〒527-8527　八日市緑町10番５号

親と子のスポーツ大会　参加者

　県内在住のひとり親家庭の人を対象
に、ボール運びリレー、借り物競争、
かけっこなどのスポーツ大会や、プラバ
ンつくり、うちわつくり、骨密度測定会
などの参加型イベントを開催します。
※社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ
会主催

６月19日㈰10:00～15:30
草津市総合体育館　
６月10日㈮まで　

こども家庭課　☎ 0748-24-5643　
　 050-5801-5643　 0748-23-7501

布引運動公園体育館
フィットネス教室ワンコイン体験

　各種フィットネス教室を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

ディスコン大会　参加者

６月26日㈰8：45から（受付8：15から）
湖東体育館
小学校３年生以上

で構成するチーム（選
手３人と補欠１人以
内。性別不問）

40チーム（申し込
み先着順）

１チーム500円
申込書を記入のうえ、参加費を添えて

６月17日㈮までにお申し込みください。
スポーツ課　☎ 0748-24-5674　

　 050-5801-5674　 0748-24-1375

東近江市農村振興基本計画（案）
への意見

　今後の農業・農村振興を計画的に推
進するため、平成28年度から10年を計
画期間とする東近江市農村振興基本計
画を策定中です。
　このたび、計画案を作成しましたの
で、市民の皆さんからのご意見をお聞
かせください。計画案は農業水産課、
市役所本庁舎本館１階の行政資料コー
ナー、各支所、市ホームページで閲覧
できます。
募集期間：６月30日㈭まで（必着）
提出方法：住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を明記し、農業水産課の窓口
へ持参いただくか、郵送、ファックスま
たは市ホームページの問い合わせフォー
ムで送信してください。

農業水産課　☎ 0748-24-5660
　 050-5801-5660　 0748-23-8291　　
　〒527-8527　八日市緑町10番５号

タケノコイベント　参加者

　愛知川河川敷で竹林の伐採体験やタ
ケノコ掘りをします。（愛知川河畔林の
会主催）

６月11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
200円（保険料として）

６月７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
　☎ 0748-22-7739

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
　 0748-23-6863
◆大人の音楽脳トレ
　　　～元気な笑顔になる講座～

６月３日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館
20人程度（申し込み先着順）
500円

◆男のヨガ入門
６月９日㈭、23日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

◆浴衣の着付け入門
６月18日、25日（全２回）

　いずれも土曜日 10:00～12:00
能登川コミュニティセンター  
６月30日、７月７日（全２回）

　いずれも木曜日 10:00～12:00
八日市文化芸術会館 
各16人程度（申し込み先着順）
1,000円

◆体験アウトドアヨガ
６月10日㈮10:00～11:30
ひばり公園
20人程度（申し込み先着順）
500円

◆梅雨の薬膳
６月19日㈰10:00～13:00
湖東コミュニティセンター
20人程度（申し込み先着順）
500円（材料費別途）

◆パソコン教室WORD初級コース
６月７日㈫、８日㈬、14日㈫、21日㈫、

28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（教材費別途）

◆カラーセラピー教室
６月16日㈭10:00～12:00
蒲生コミュニティセンター
15人程度（申し込み先着順）

4,000円（年額／全８回）

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

◆ボウリング
７月24日㈰　 ボウル滋賀（湖南市）
６月22日㈬まで

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

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

14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）６月７日㈫８:30から

21日㈫ 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）６月14日㈫８:30から

28日㈫ 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）６月21日㈫８:30から

登記相談
※土地家屋調査　
　士による相談

17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

１日㈬ 13:00～16:00 湖東コミュニティセンター　１階相談室

８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

９日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３
17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

行政なんでも
相談所 ８日㈬ 13：30～16：00

（受付13：00～15：30）

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）

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　 0748-24-0217 　

人権擁護委員
  の日

特設人権相談
６月１日㈬

９:00～12:00 永源寺支所、五個荘支所、愛東支所、
能登川コミュニティセンター、蒲生支所

13:00～16:00 ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）、
湖東コミュニティセンター

男女共同参画
やすらぎ相談 10日㈮、17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　 0748-24-5693
家族介護者の会　介護者の悩み相談

ミモリの会
８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
15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 20:00～22:00 愛東コミュニティセンター
コスモスの会 17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 18日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

カタクリの会 23日㈭ 10:00～12:00 鈴鹿の里コミュニティセンター
※勉強会を開催します。（一般参加可）

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
　 050-5802-3275    0748-23-7501
・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）

行政書士相談
（予約制） ８日㈬ 13:00～15:30

八日市コミュニティセンター
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（貝沼） ☎ 0748-23-6213

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
　 050-5801-5616　 0748-24-0217
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児童手当の「現況届」は６月中に

　児童手当を受給している皆さんは、
資格要件を確認するため「現況届」の
提出をお願いします。提出がない場合
は、６月分以降の支給が停止しますの
で、忘れずに提出してください。
■届出期間

６月１日㈬～６月30日㈭
■届出方法
① 郵送（５月末に発送した案内通知に
返信用封筒を同封しています。）
②こども家庭課または各支所窓口で提出
※窓口は混雑が予想されます。郵送で
の提出にご協力ください。
◆６月10日㈮は、児童手当（２～５月分）
の支給日です。
※金融機関によって振り込みの時間帯
が異なります。

こども家庭課　☎ 0748-24-5643
　 050-5801-5643　  0748-23-7501 

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
６月８日㈬10：00～11：30　 500円

❷簡単たのしく動くリズム体操講座
６月９日㈭・23日㈭10：00～11：30
500円

❶❷共通： ヨガマット（バスタオル可）、
体育館シューズ、飲み物
◆彫銀講座

６月10日㈮９：00～12：00
5,500円程度（材料代含む）

◆お片付カルトナージュ
６月22日㈬13：30～15：30
3,000円程度（材料代含む）

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

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かかわ
り方を見つけます。（全４回）
◇八日市保健センター

７月５日㈫、12日㈫、19日㈫、26日㈫
◇蒲生コミュニティセンター、湖東保健
センター

７月７日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭
◇能登川保健センター

７月14日㈭、21日㈭、28日㈭、８月４日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成27年７月～平成28年１月生まれ
の子と母親

各会場10組（申し込み先着順）
６月６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

日本女性会議2016秋田　参加者

■テーマ
　「みつめて　みとめて　あなたと私
　　～多様性（ダイバーシティ）とは～」

10月28日㈮～30日㈰
秋田県民会館（秋田県秋田市）
２人（申し込み先着順）
６月30日㈭まで

　参加費用の一部を助成します。詳し
くはお問い合わせください。

人権・男女共同参画課
　☎ 0748-24-5620　 050-5801-5620
　 0748-24-0217　　

東近江市明るい選挙サポーター

❶期日前投票立会人
期日前投票期間中の８:30～20:00
東近江市役所、各支所
東近江市選挙人名簿に登録されてい

る人
報酬：1日9,500円
❷啓発活動

投票日の数日前に１日１時間程度　
市内の商業施設など　

報酬：なし　
市内在住の18歳以上の人
総務課、各支所に備え付けの応募用

紙にてお申し込みください。
※市ホームページからもダウンロードで
きます。

市選挙管理委員会（総務課内）　
　☎ 0748-24-5600　 050-5801-5600
　 0748-24-0752

家庭的保育者と補助者の
基礎研修　受講生

　家庭的保育は、居宅などで少人数の
子どもたちを保育する事業です。この
事業で家庭的保育者または補助者とし
て働くための基礎研修講座を開催しま
す。

７月14日㈭、15日㈮、20日㈬、22日㈮
　９：00～16:20（日により短い場合あり）

市役所　本庁舎新館会議室
保育の仕事に関心のある人
６月20日㈪まで

※そのほか、見学実習や普通救命講習
があります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

幼児課　☎ 0748-24-5647　
　 050-5801-5647　 0748-23-7501

滋賀県民体育大会　参加者

種目：ホッケー／レスリング／セーリン
グ／ハンドボール／なぎなた／相撲／
馬術／ライフル射撃／アーチェリー／ク
レー射撃／ボウリング
　本市の代表として参加していただける
選手を募集します。参加資格や日時な
ど詳しくはお問い合わせください。

６月８日㈬まで
※申込多数の場合は予選あり

スポーツ課　☎ 0748-24-5674　
　 050-5801-5674　 0748-24-1375
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■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28年５月１日）
　人口：115,232人（＋29）
　男性：57,190人（＋43）
　女性：58,042人（－14）
　世帯数：42,739世帯（＋110）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　東近江市では、結婚から妊娠、出産、
子育てまで切れ目のない支援を行うな
ど、市民の皆さんが満足して働き住み続
けられるような支援を強化するとともに、
住みたくなる移住施策を推進しています。
地域とのつながりも魅力。広報ひがしお
うみでは、本市の施策や魅力をわかりや
すくお伝えしていきますので、本市に関
心や愛着を持っていただきたいです。（か）

平成28年６月１日発行
（通巻137号）
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お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　暴走族は、道路交通の危険や住民の
安眠を妨害するだけでなく、強盗やひ
き逃げなどの凶悪犯罪をも引き起こす、
極めて悪質・危険な存在です。警察、
学校、職場、地域住民そのほか関係機
関団体などが連携し、①暴走をしない　
②暴走をさせない　③暴走を見に行か
ない　の「暴走族に対する三ない運動」
を県民総ぐるみで展開し、暴走族を絶
対に許さない環境を実現しましょう。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」に合わせた、
ボランティアによる一斉清掃です。

７月１日㈮９:00～ 11：30（荒天中止）
能登川漁業協同組合漁港（栗見出在家町）

※駐車場が少ないため、能登川図書館
から出る送迎バス（８:30発）をご利用く
ださい。

廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636
　 050-5801-5636　 0748-24-5692

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

６月 ４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26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 
　 0748-24-5692 

19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。

生涯学習課　☎ 0748-24-5672　
　 050-5801-5672　 0748-24-1375

市民ギャラリー

◆きり絵と絵画展
６月14日㈫～７月８日㈮まで
市役所　本庁舎本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672　

　 050-5801-5672　 0748-24-1375

手話公開講座

■テーマ「聴覚障害者と災害」
　災害時に耳の聞こえない人が困るこ
とを、聞こえない人自身が手話で話し
ます。手話が分からない人も、手話通
訳をとおして聴いていただけます。

６月21日㈫10:00～11:00
五個荘コミュニティセンター
市内在住または在勤者

※筆記通訳が必要な場合は、６月14日
㈫までにご連絡ください。

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

東近江よかよかまつり

　障害のある人と地域の皆さんとの交
流の場として開催します。ステージ発表
や作業所自主製品の販売、軽食の模擬
店などがあります。

６月25日㈯ 10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課　☎ 0748-24-5640

　 050-5801-5640　 0748-24-5693

（平成28年度スローガン）  

＜水道週間＞
６月１日㈬～７日㈫

 水道課　 ☎ 0748-22-2061　
 050-5801-2061　 0748-22-6962
 愛知郡水道事務所　 ☎ 0749-46-0168　
 050-5801-0900　 0749-46-8020

じゃ口から
　安心とどけ  未来まで

　　　                  （平成28年度キャッチフレーズ）     

＜男女共同参画週間＞
６月23日㈭～29日㈬

６月23日㈭は東近江市の
　　　「男女共同参画の日」です。

意識をカイカク。
　男女でサンカク。
　　社会をヘンカク。　

　
　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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