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＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問合せください。

永源寺ウォーク　参加者

　永源寺地区の約７kmのコースを歩き
ます。※小学生以下は保護者同伴

９月11日㈰９:15～11:30（受付９：00）
永源寺支所　集合
帽子、水筒、タオルなど
９月８日㈭まで

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

姿勢ウォーキング
＆ストレッチヨガ後期受講生

10月７日、14日、21日、28日、
　11月11日、18日　（全６回）
　いずれも金曜日、10：00～11：15

布引グリーンスタジアム
20人（18歳以上）　 3,000円（６回）
シューズ、ヨガマット（バスタオル可）、

着替え、タオル、飲み物など
10月２日㈰まで

布引グリーンスタジアム管理事務室　　　
　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801　
　 0748-22-3810

パソコンボランティア和
やわらぎ

ねっと！
ボランティア養成講座受講生

　 パソコン講座で活躍していただける
ボランティアの養成講座です。学びなが
ら楽しく活動ができます。

10月１日、８日、15日、22日（全４回）
　 いずれも土曜日、14:00～15:30

五個荘コミュニティセンターほか
15人（申込み先着順）
９月26日㈪まで

東近江市社会福祉協議会能登川事務所
　☎ 0748-42-8703　 050-5802-2989

東近江市民体育大会　参加者

◆バドミントン
９月25日㈰
布引運動公園体育館
１人500円　 ９月15日㈭まで

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

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

10月５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

10月６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）
蒲生コミュニティセンター
印鑑、筆記用具
９月30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

布引運動公園体育館
フィットネス教室　受講生

　10月から12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（単発教室）／シェイ
プアップダンス（単発教室）

16歳以上  
９月15日㈭から申込み先着順で受け

付けます。受講料を添えて事務室まで
お申込みください。
※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

ウェルネス講座　受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
９月14日㈬10：00～11：30　 500円

◆簡単たのしく動くリズム体操
９月８日㈭、29日㈭10：00～11：30
500円

◆ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）２級
９月17日㈯～平成29年１月７日㈯　

　全15回
15,000円（ほかにテキスト代2,700円）

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

てんびんの里ふれあい広場2016
五個荘エコフリーマーケット  出店者

10月22日㈯９:30～15:00（小雨決行）
五個荘中央公園
30区画（申込み先着順）
１区画2,000円（縦4m、横３m）

※出店料を添えてお申し込みください。
　（日曜日、祝日を除く。）
※電話での申込みはできません。
※飲食物は販売できません。

五個荘コミュニティセンター
　☎ 0748-48-2737　 050-5801-2737

楽しく泳ごう会　参加者

９月25日㈰　８：30～15：30
布引運動公園プール
200人　 小学生以上

　※小学３年生以下は保護者同伴
９月18日㈰までに、布引運動公園プー

ル、湖東プール、能登川プール、八日
市イトマンスイミングスクール（八日市
東本町）にある申込書に必要事項を記
入してお申込みください。

布引運動公園プール
☎ 0748-25-0045　 050-5802-2538

平成28年度　自衛官

募集種目：防衛大学校学生（一般採用）、
防衛医科大学校（医学科学生、看護学
科学生）
対象：高卒（見込含）～21歳未満の人
受付期間：９月５日㈪～30日㈮
※試験日など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　

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
◆たのしい歌の講座

９月３日㈯14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
500円

◆ネイチャーキッズ「収穫の秋part１
稲刈体験～コメはおいしいのだ」

９月４日㈰10:00～12:00
布引運動公園　陸上競技場　集合
600円

◆男のヨガ入門
９月８日㈭、29日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館
500円

◆デジタル写真入門
９月10日㈯、24日㈯、

　10月１日㈯、22日㈯10:00～12:00
能登川コミュニティセンター
15人程度
2,000円（全４回）

◆巡回男のヨガ入門１日体験講座
９月15日㈭ 14:00～15:00
五個荘コミュニティセンター
20人
400円

◆第４回大人の音楽脳トレ
９月16日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館
20人程度　
１回500円

◆ゆる文字講座　昼コース基礎
９月18日㈰、10月２日㈰、16日㈰　

　10:00～12:00
湖東コミュニティセンター
15人
4,000円（全３回）※材料費別途

◆体験アウトドアヨガ
９月30日㈮９:30～11:00
おくのの運動公園
20人
500円

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㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）９月６日㈫８:30から

20日㈫ 13:00～15:30 湖東支所　１階自治振興室
※電話予約受付（先着５人）９月13日㈫８:30から

27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）９月20日㈫８:30から

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

行政相談
※行政相談委員
　による相談

14日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター３階302会議室

16日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

20日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

21日㈬ 13:00～16:00 湖東コミュニティセンター１階相談室

28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

14日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室
16日㈮ ９:00～12:00 能登川コミュニティセンター　２階多目的室２

21日㈬ 13:00～16:00
湖東コミュニティセンター　１階相談室
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 ９日㈮、15日㈭ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

市民税課　☎ 0748-24-5604（直通）　 050-5801-5604　 0748-24-5577
税に関する
無料相談会
（予約制）

16日㈮ 13：30～16：30 市役所　本庁舎新館212会議室
※電話予約受付（先着６人）9月2日㈮８:30から

税理士が各種税に関することや申告の相談に応じます。（※相談時間は１人30分以内）

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
14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 16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 17日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

ほっとミルク
21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
カタクリの会 22日㈷ 10:00～12:00 ふるさと文化体験学習館（市原野町）

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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河辺いきものの森　臨時休館

　９月４日㈰は終日臨時休館とします。
河辺いきものの森ネイチャーセンター　　

　☎ 0748-20-5211　 050-5801-5211　　
　  0748-20-5210

あかね文化ホール　使用制限

　あかね文化ホールおよび蒲生コミュ
ニティセンター小ホールは、天井部耐震
改修工事のため、平成 28 年９月～平成
29 年２月末の間、使用を制限します。

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

オストメイト地域相談会

■講演：ストーマケアについて
講師：近江八幡市立総合医療センター
皮膚・排泄ケア認定看護師    北

き た だ

田勇
ゆ う や

也さん
■個別相談会

９月17日㈯ 13:30～15:30
能登川コミュニティセンター
オストメイト（ 病 気などにより人工膀

胱、人工肛門を造設した人）とその家族
（公社）日本オストミー協会滋賀県支部

　☎ 077-562-1773

手話公開講座

■テーマ「手話の基礎知識」
　身振りと手話の違い、日本の手話の
歴史、手話の特徴などを学習します。

10月４日㈫19:00～21:00
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、９月26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

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　  03-5955-8211

商工労政課　☎ 0748-24-5565
　 050-5802-9540　  0748-23-8291

社会生活基本調査にご協力を

　総務省統計局では、10月20日現在で
社会生活基本調査を実施します。１日
のうちどのくらいの時間を仕事、家事、
地域活動などに費やしているかについ
て調査し、仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の推進、少子高齢化
対策の政策に必要な基礎資料を得るこ
とを目的としています。９月から10月に
かけて調査員が対象区域内の世帯に伺
いますので、ご協力をお願いします。
◆対象区域（以下の各町の一部）
上羽田町、妙法寺町、八日市緑町、聖
徳町、青野町、石谷町、一式町、市原
野町、五個荘石塚町、池庄町、小川町、
山路町、大塚町、宮川町

企画課　☎ 0748-24-5610
　 050-5801-5610　 0748-24-1457

第27回ひがしおうみ
エコフリーマーケット

　ご家庭で不要になったもの、環境を
考えて手作りしたものを販売します。

10月16日㈰ 10：00～15：00（雨天中止）
市役所本庁舎駐車場

※使用済小型家電の回収も行います。
◆出店者の募集

10 月１日㈯ 13：30～14：00にショッピ
ングプラザアピア４階研修室（八日市浜
野町）にお越しください。抽選で出店者
を決定します。電話やファックスでの申
込みはできません。食料品や合成洗剤
は出品できません。販売を業にされて
いる人は出店できません。

70区画（予定）
１区画500円
廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636

　 050-5801-5636　 0748-24-5692

東近江文学祭の作品募集

　短歌、俳句、冠句、詩の部門別に文
学祭に出品する作品を募集します。

11月19日㈯13:00から
湖東コミュニティセンター
２部門まで1,000円、３部門以上2,000円　　

　※高校生以下は無料
10月１日㈯～15日㈯

東近江文学会
　☎0748-22-2670（安田）

「鈴鹿の森おこし」シンポジウム

　琵琶湖の源流域である鈴鹿の森が有
する資源をいかに生かすかをテーマに、
100年先を見据えた具体的な取組み方
法について意見交換し、そのアクション
を起こす機会とします。

９月11日㈰13:00～16:30（受付12:30）
能登川コミュニティセンター

■基調講演『森おこしの可能性とゾーニ
ング』亀山章

あきら

さん、『生態系ピラミッド
が教えてくれる「森おこし」へのヒント』
山田健

たけし

さん　■話題提供　『豊田市の
森づくり』深見隆

りゅうのすけ

之助さん、『森林組合
の取組みと目指す森づくり』落

お ち べ

部弘
ひろのり

紀さ
ん　■パネルディスカッション

森と水政策課　☎ 0748-24-5524
　 0748-24-5560

犯罪被害者　相談

　ある日突然、何の落ち度もないのに
理不尽にも一方的に傷つけられてしま
う。それが犯罪被害に遭うということ
です。あなたは悪くありません。
　祝日を除く月～金曜日 10：00～16：00
にお電話ください。

おうみ犯罪被害者支援センター
　☎ 077-525-8103、077-521-8341
　http://homepage3.nifty.com/ovsc

近江鉄道120周年
おいしが・うれしが電車

　近江鉄道沿線地域産をはじめとした
近江牛などの滋賀県産食材を使ったプ
レミアム御膳を車内で味わい、近江鉄
道の魅力と沿線地域の魅力を一度に感
じられるお得感満載の限定運行です。
※予約人員が20
人未満の場合は
運行しません。

10月22日㈯、
　　　23日㈰

近江鉄道米原駅 12：09発
　貴生川駅 14：44着（各日１本）
※参加者は近江鉄道１日乗車券で当日
乗り放題です。

各日72人（申込み先着順） 3,900円
９月５日㈪ 10：00から予約受付

　近江鉄道鉄道部　☎0749-22-3303
交通政策課　☎ 0748-24-5658

　 050-5801-5658　 0748-24-5692

■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８月１日）
　人口：115,217人（＋28）
　男性：57,187人（＋ 41）
　女性：58,030人（－13）
　世帯数：42,874世帯（＋31）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　「コトナリエ」の取材にひばり公園を
訪ねた。地域を盛り上げようと市商工
会湖東支部青年部などが主催する夏の
風物詩。たくさんの地域住民が携わり、
夏休みの子どもたちに幻想的な光の世
界を届けた。これからは、過去のあり
方にこだわらず、まちづくり協議会など
を通して、地域住民の力を地域社会の
中で生かせるまちにしていきたい。（か）

平成28年９月１日発行
（通巻140号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆うまい話には裏がある
　振り込め詐欺の被害が再び増加して
います。振り込め詐欺は他人事ではな
いという心構えを持つことが必要です。
◆振り込め詐欺の要注意キーワード
○（医療費や税金などの）還付金があ
ります。○延滞料金が発生しています。
○パンフレットが届いていませんか、あ
なただけへの情報です。○未公開株、
社債、必ず儲かります。○（パチンコ
などで）絶対に勝てる方法があります。
○期限は今日まで。急いでください。
　会話の中で要注意キーワードが出た
際は振り込め詐欺を疑ってください。

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）

９月
３日㈯、４日㈰、10日㈯、11日㈰、
17日㈯、18日㈰、19日㈷、22日㈷、
24日㈯、25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 

市民ギャラリー

水墨画とトールペイントの親子展
９月６日㈫～９月30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

18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。
■９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

９月の休日歯科診療

19日㈷
あかい歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-32-2223

22日㈷ 鎌
か ま だ

田歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-34-8063

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

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」

　高齢者や障害者に対する差別や嫌が
らせ、暴行、虐待などさまざまな人権
問題の相談に応じます。

「全国共通人権相談ダイヤル」
　 0570-003-110

９月５日㈪～９日㈮　８:30～19:00
　９月10日㈯・11日㈰　10:00～17:00
※ IP電話によっては、一部つながらな
い場合があります。その際は、下記の
問合せ先から相談をお願いします。

大津地方法務局人権擁護課
　☎ 077-522-4673

自動交付機を一時停止します

　保守点検により、市役所本庁舎と各
支所に設置の自動交付機が９月19日㈷
終日使用できなくなります。

市民課　☎ 0748-24-5630
　 050-5801-5630　  0748-23-6600
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