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手話通訳が蒲生支所に
配置されています

　蒲生支所には、次の日程で手話通訳
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。

７月４日、11日
　いずれも月曜日、10:00～12:00

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

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

農地台帳に関する調査に
ご協力ください

　農業委員会では、農地に関する情報
を調査して、農地台帳の整備を行って
います。農地の所有者、耕作者に調査
票を送付しますので、ご協力をお願い
します。
提出期限：８月25日㈭
届出先：地域の農業委員会協力員（農業
組合長）、各支所、農業委員会事務局

農業委員会事務局　☎ 0748-24-5682　
　 050-5801-5682　 0748-23-8291

地下水（井戸水）の利用について 　　

　地下水を飲用されている人は、定期的
に指定検査機関で水質検査を受け、飲
用に適しているか確認してください。
★飲用には上水道をおすすめします。
■地下水の環境調査に関する窓口

生活環境課　☎ 0748-24-5633　
　 050-5801-5633　 0748-24-5692
　滋賀県東近江環境事務所
　☎ 0748-22-7758
■地下水の飲用に関する窓口

滋賀県東近江保健所 生活衛生係
　☎ 0748-22-1266

献血にご協力ください

７月は「愛の血液助け合い運動」月間です
◆全血（200ml、400ml）

７月22日㈮10:00～12:00、13:00～15:30
能登川保健センター　※予約不要

※直接会場にお越しください。
※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　 0748-24-1052

７月の休日歯科診療

18日㈷
安土デンタルクリニック
☎ 0748-46-4797

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

レイカディア大学米原校 大学祭

　 園芸学科・北近江文化学科・健康づ
くり学科の熟年学生が大学で学んだ学
習成果を発表します。また、卒業生の
地域活動についての展示や発表もあり
ます。

7 月20日㈬13：00～15：00
　　　21日㈭、22日㈮10：00～15：00 　

滋賀県立文化産業交流会館（米原市）
滋賀県レイカディア大学米原校事務局

　☎ 0749-52-5110

東近江市ゴルフ協会
チャリティコンペ・ゴルフ教室

❶チャリティコンペ
８月３日㈬８：00から
日野ゴルフ倶楽部
高校生以上　 160人（40組）
3,000円（参加費）

※別途年会費、協力金、プレー費必要　
７月20日㈬まで

❷ジュニア育成ゴルフ教室
７月25日㈪、28日㈭、８月１日㈪、４日㈭、

11日㈭、17日㈬、19日㈮、22日㈪
グリーンピア近江八幡ゴルフ練習場
市内在住の小中学生
12人（申込み先着順）

１日1,000円
７月15日㈮まで

❶❷ 東近江市ゴルフ協会（飯尾）
　☎ 090-1962-2131
　 0748-27-1498

ファミリー・サポート・センター会員
養成講座受講生

　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

８月３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

８月４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（事前申込みが必要）
ウェルネス八日市
印鑑、筆記用具
７月29日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
　☎ 0748-22-8202　 050-5801-1135
　 0748-23-5095

■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、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6 月１日）
　人口：115,199人（－33）
　男性：57,173人（－17）
　女性：58,026人（－16）
　世帯数：42,794世帯（＋55）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　いきもの調査隊の取材で、表紙やフォ
トニュースの写真を撮影しました。和南
川は田んぼの中を流れ、青々しい草が両
岸に生い茂っています。こんな身近な川
に、たくさんのかわいらしい魚たちが棲
んでいることに感動しました。もしかし
たらと思い、日が暮れてから訪れてみる
と、たくさんのホタルが・・・。豊かな
自然をずっと残していきたいですね。（H）

平成28年７月１日発行
（通巻138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

　夏は、開放感や気のゆるみなどから
青少年が非行に走ったり、犯罪被害に
巻き込まれたりする傾向があります。
　また、インターネット上には青少年が
容易に目にすることができる有害なサイ
トや情報が氾濫しており、そこからの犯
罪被害も増加しています。それらから青
少年を守るため、地域で「声かけ活動」
をするなど、常に青少年を気にかけてい
る「大人の目」があることを伝えましょう。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

７月
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、
16日㈯、17日㈰、18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 
　 0748-24-5692 

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。
■７月の対象外施設
永源寺温泉「八風の湯」

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

市民ギャラリー

◆写真展「撮るほど楽しいデジタルカメ
ラステップアップ」

７月12日㈫～７月22日㈮
◆折り紙展「折り紙でもこんな作品が
できます」

７月12日㈫～８月５日㈮
◆絵画展「東近江の人と自然」

７月26日㈫～８月19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　 0748-24-1375

運転免許自主返納支援事業

　運転に不安を感じて運転免許証を
自主返納された満70歳以上の市民に、
ちょこっとバス・ちょこっとタクシーの
回数券２冊または近江鉄道バスの回数
券（いずれも5,000円分）を進呈します。
※返納日から１年以内。１人１回限り。

印鑑、申請による運転免許の取り消
し通知書、年齢を確認できるもの（健
康保険証など）

交通政策課　☎ 0748-24-5658
　 050-5801-5658　 0748-24-5692

手話公開講座

■テーマ「聴覚障害の基礎知識」
　耳の仕組みや聴覚障害の原因を理解
するとともに、聴覚障害者のコミュニ
ケーション方法などを学習します。

７月19日㈫19:30～21:00
市役所　本庁舎新館314会議室
市内、日野町、竜王町に在住、在勤、

在学する人
※筆記通訳が必要な場合は、７月11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
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布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生

　７月から９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

（各回申込み）／シェイプアップダンス（各
回申込み）

16歳以上　
随時受付。受講料を添えて事務室ま

でお申込みください。（電話不可） 
※お子様連れの受講はできません。

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

滋賀県障害者スポーツ大会  参加者

◆水泳
８月28日㈰
県立障害者福祉センター（草津市）
７月20日㈬まで

◆陸上
９月25日㈰
皇子山陸上競技場（大津市）
８月３日㈬まで

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

サマーホリデー  ボランティア

　障害のある子どもたちが、夏休みに
創作活動や遊びを通じて、友だちや地
域の人と触れ合う事業を実施します。
子どもたちを見守り、一緒に遊んでい
ただける人を募集します。

７月21日㈭～８月26日㈮の間で、土・
日曜日とお盆を除く17日間 
※各日とも９:30～15:30

野口町自治会館、ゆうあいの家、五
個荘コミュニティセンター、湖東コミュ
ニティセンター別館、能登川自治会館、
せせらぎ

東近江市社会福祉協議会 地域福祉課

　☎ 0748-20-0555　 050-5801-1125

ストリートダンス教室　受講生

　振り付けを通してダンステクニックを
学びます。

12月までの毎週土曜日13：00～13：55
４歳～小学６年生
20人（申込み先着順）
月謝制（１日あたり800円）
上靴、タオル、飲み物

能登川スポーツセンター　
　☎ 0748-42-5099　 050-5801-5099
　 0748-42-6111

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：「ミュージックケア」音楽を通
して親子で触れ合い、体を使って遊ぼう）

開催日 開催場所

７月12日㈫ さくらんぼ幼児園

７月13日㈬ 南部コミュニティセンター

７月15日㈮ やわらぎホール

７月20日㈬ 蒲生コミュニティセンター

７月22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30組（申込み先着順）
水筒、着替え、タオル
７月１日㈮から

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。（全４回）
◇八日市保健センター

８月17日㈬、24日㈬、31日㈬、９月７日㈬
◇蒲生コミュニティセンター、湖東保健
センター、能登川保健センター

８月18日㈭、25日㈭、９月１日㈭、８日㈭
※各会場いずれも10:00～12:00

平成28年３月～平成28年６月生まれ
の子と母親

各会場10組（申込み先着順）
864円（テキスト代）

７月19日㈫から
上記❶❷の申込み・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

平成28年度　自衛官

区分 対象　 願書受付期間

自衛官
候補生

18歳以上
27歳未満

男子：常時受付
女子：８月１日㈪～
　 　 　 ９月８日㈭

一般曹
候補生

18歳以上
27歳未満 ８月１日㈪～

　 　 　 ９月８日㈭航空学生
（海・空）

18歳以上
21歳未満

　

※詳しくはお問い合わせください。
自衛隊近江八幡地域事務所

　☎ 0748-33-2103

発達支援セミナー　参加者

◆講演会「こどもの声を聴くことから～
不登校の一因を考える～」
　講師　久郷悟さん

７月31日㈰10：00～12：00
市内在住、在勤の人
120人（申込み先着順）
上靴、下靴をいれる袋
７月26日㈫までに、電話またはファッ

クスで申し込んでください。
発達支援センター　

　☎ 0748-24-0664　 050-5801-0664　　
　 0748-22-5151　　

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
７月13日㈬10：00～11：30　 500円

❷簡単たのしく動くリズム体操講座
７月14日㈭・28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、汗拭きタオル

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

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
◆小学生チャレンジネイチャーキッズ
①ミラクル極小トンボ観察会

７月２日㈯10:00～12:00
蒲生コミュニティセンター集合

②小学生にもできる農産加工
８月７日㈰９:30～12:00

八日市南高校
①②共通 20人程度（申込み先着順）

2,000円（全５回）
◆夏の薬膳

７月３日㈰10:00～13:00
能登川コミュニティセンター
16人程度（申込み先着順）
500円（材料費別途）

◆パソコン教室EXCEL基礎コース
７月５日㈫、６日㈬、12日㈫、19日㈫、

26日㈫ 19:30～21:30
湖東コミュニティセンター  
15人程度（申込み先着順）
4,000円（教材費別途）

◆巡回男のヨガ入門１日体験講座
７月７日㈭　14:00～15:00
建部コミュニティセンター
20人程度（申込み先着順）
40 0円

◆お茶入門「夏の涼しいお茶コース」
７月８日㈮14:00～15:30
八日市文化芸術会館
12人程度（申込み先着順）
500円（材料費別途）

◆写真デビューコース
７月８日、22日、８月５日

　いずれも金曜日 13:30～15:30
湖東コミュニティセンター
15人程度　

2,000円
◆整理収納アドバイス＜実践編＞

７月９日、23日（全２回）
　いずれも土曜日 10:00～11:30

能登川コミュニティセンター 
20人程度　
1,000円 

◆男のヨガ入門
７月14日㈭、28日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆たのしい歌の講座
７月18日㈷14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
60人程度　
500円

◆キッズのパン作り教室
７月29日、８月26日

　いずれも金曜日 13:00～15:30
蒲生コミュニティセンター
20人程度（申込み先着順）

1,000円（材料費別途1,000円）
７月５日㈫ 10:00から受付開始

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）７月５日㈫８:30から

19日㈫ 13:00～15:30 五個荘支所　１階相談室
※電話予約受付（先着５人）７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）７月19日㈫８:30から

登記相談
※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

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
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
20日㈬ 13:00～16:00 湖東コミュニティセンター　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　 0748-24-0217 　

特設人権相談

13日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所
15日㈮ ９:00～12:00 能登川コミュニティセンター

20日㈬ 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 ８日㈮、29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
13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
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 20:00～22:00 愛東コミュニティセンター
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）
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
　 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）

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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