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≪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。

◎記号説明　 （日時）、 （場所）、 （対象）、 （定員）、 （費用）、 （持ち物）、
　　　　　　 （申込み）、 （問合せ）、 （IP電話）、 （ファックス）

＊費用の記載がないものは無料
＊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。

シニア世代の仲間づくり講座  受講生

第１回　自己紹介、ニュースポーツ
第２回　うどん打ち
第３回　ボランティア活動紹介
第４回　先輩シニアの活動紹介
第５回　今後にむけて語りましょう

２月13日㈪から３月13日㈪までの毎
週月曜日の全５回講座

ハートピア（今崎町）
市内在住のおおむね60歳以上の人
15人程度（申込み先着順）
1,000円　※別途材料代
２月６日㈪まで

東近江市社会福祉協議会地域福祉課
　☎ 0748-20-0555　 050-5801-1125
　  0748-20-0535

障害者差別解消法研修会　参加者

■講演「障害者差別解消法ってなぁに？
～暮らしが良くなっていくための工夫の
積み重ね～」　
講師：玉

た ま き

木幸
ゆきのり

則さん（社会福祉法人西
宮市社会福祉協議会　障害者総合相談
支援センターにしのみやセンター長）

２月19日㈰14:00～16:00
草津市立市民交流プラザ（草津市）
130人（申込み先着順）

２月12日㈰まで
県障害者社会参加推進センター

（事務局：滋賀県身体障害者福祉協会）
　☎077-565-4832　  077-564-7641

大人のための英会話・韓国語入門講座

　基本的なあいさつから買物や道案内
などの簡単な会話まで外国人講師と楽
しく学びます。

３月６日㈪から４月24日㈪までの 毎
週月曜日の全８回講座。韓国語 18:00
～19:00、英会話 19:30～20:30

八日市コミュニティセンター
各15人（申込み先着順）
5,000円　

　※別途テキスト代
国際文化交流協会（担当：前田）

　☎ 090-6489-2803　

未就園児事業  参加者

親子未就園事業「親子みらいちゃんルー
ム」（内容：親子ふれあいヨガ）

開催日 開催場所

２月15日㈬ ぷらざ三方よし

２月17日㈮ 布引運動公園体育館

２月20日㈪ 蒲生コミュニティセンター

２月22日㈬ やわらぎホール

２月27日㈪ 湖東コミュニティセンター別館

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

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

女性活躍推進学習会　参加者

　日本茶カフェを経営されている坪
つ ぼ た

田 
操
みさお

さんに起業から現在に至るまでのお
話を伺います。

２月16日㈭13:30～15:30
茶

さ

ろん坪
つぼろく

六（宮荘町）
女性
20人

　（申込み先着順）
２月13日㈪まで

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

ウェルネス講座　受講生

■有酸素運動とヨガで健康に
２月８日㈬10：00～11：30
500円

■平成28年度国民健康保険運動教室
　楽しいフォークダンスとレクダンス

２月15日㈬10：00～12：00
国民健康保険加入者：300円

　一般：600円
16人（申込み先着順）

保険証、体育館シューズ
ウェルネス八日市（建部上中町）

　☎ 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
■大人の音楽脳トレ

２月３日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館　
30人程度（当日受付）
500円

■リトミックひろば
２月７日㈫10:00～11:20
湖東コミュニティセンター　
400円

■男のヨガ入門
２月９日㈭、23日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

■たのしい歌の講座
２月12日㈰14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
50人程度（当日受付）　
500円

■巡回男のヨガ入門１日体験講座
２月16日㈭14:00～15:00
愛東コミュニティセンター
20人（申込み先着順）　
400円

■美味しい発酵を学ぼう
２月19日㈰10:00～13:00
能登川コミュニティセンター
24人（申込み先着順）　
500円　※別途材料費1,000円

がん診療市民公開講座　参加者

　家族が「がん」になったとき～暮らし
を支え、がんに向き合うために～をテー
マに、東近江総合医療センター、滋賀
医科大学医学部附属病院、近江八幡市
立総合医療センターの主催でがんにつ
いての講演や医療従事者による劇を行
います。

２月12日㈰13:30～15:30
県立男女共同参画センター G-NET し

が大ホール（近江八幡市）
400人（当日先着順）

滋賀医科大学医学部附属病院
　☎ 077-548-3625　  077-548-2792

市立小中学校の体育館、
運動場などの利用登録

　市立小中学校の体育館、運動場など
の平成29 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運営委員会ま
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　  0748-24-1375

地域から医療福祉を考える
フォーラム　参加者

■講 演 「元気高齢者を生みだす地 域
( まち ) づくり」　
講師：櫃

ひつもと

本真
しんいち

聿さん
　　　（四国医療産業研究所所長）

２月25日㈯10:00～12:00
五個荘コミュニティセンター
400人（申込み先着順）
２月20日㈪まで
長寿福祉課　☎ 0748-24-5645

   050-5801-5645　  0748-24-1052

市民健康講座　受講者

　地域在宅医療の現状について花
は な と

戸
貴
た か し

司さん（永源寺診療所所長）にお話
を伺います。

２月12日㈰14:30～16:30
ショッピングプラザアピア　

　４階アピアホール（八日市浜野町）
200人（当日先着順）

湖東歯科医師会
　☎0748-20-2801　  0748-20-2802

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）２月７日㈫８:30から

21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）２月14日㈫８:30から

28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）２月21日㈫８:30から

登記相談 17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無料相談（登記・測量）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

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

21日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

22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

８日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室

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

15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 10日㈮、23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 五個荘コミュニティセンター

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 19:30～21:30 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 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）

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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運転免許自主返納支援事業

　運転に不安を感じ運転免許証を自主
返納された70歳以上の市民に「ちょこっ
とバス・タクシー」の一般回数券、もし
くは「近江鉄道バス」の回数券いずれ
も 5,000円分を進呈しています。

満70歳以上の市民（1人1 回限り）
印鑑、年齢の確認できるもの（保険

証など）、運転免許の取消通知書（す
べての種類の免許を取り消したものに
限る。返納後１年以内に申請してくださ
い。）
※詳しくはお問い合わせください。

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

高齢者・障がい者なんでも相談会

　本人やご家族などが抱える生活の中
での困りごとや不安・悩みについて、弁
護士、司法書士、社会福祉士などが相
談にのります。

２月26日㈰13:30～17:00
ハートピア（今崎町）
NPO法人まちの相談室よりそい

　☎ 0748-56-1085   050-8036-0252

２月の休日歯科診療

11日㈷ クラウド歯科（近江八幡市）
☎ 0748-33-1100

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会

　☎ 0748-20-2801　  0748-20-2802

聴覚障害者と民生委員児童委員の
学習会＆交流会

　聴覚障害者の暮らしや手話について
理解を広め、地域のつながりが災害時な
どの大きな支えになることを学びます。

２月25日㈯10:00～15:00
湖東コミュニティセンター
市内在住の聴覚に障害のある人
500円（昼食代）

２月17日㈮まで 
＊筆記通訳が必要な場合は申込み時に
お知らせください。手話通訳はつきます。

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

国道８号彦根～東近江の
道路計画の検討を進めています

　国道８号（彦
根 ～ 東 近 江
間）の慢性的
な渋滞や地域
の課題を解決
するために国
土交通省では、道路計画の検討を進め
ています。
　道路計画の検討を進める上では、こ
れまでに整理した地域や道路交通の現
状と課題について、地域の皆さんのご
意見を踏まえ、道路整備に必要な目標
や方法（対策案）などを検討し、より
良い計画にしていきます。
　つきましては、今後、沿線住民や事
業所を対象にアンケートを行っていく予
定ですのでご協力をお願いします。

滋賀国道事務所
　☎ 077-523-1816　  077-522-6992

あかね文化ホール講座

■有酸素運動とヨガで健康に
２月１日㈬・15日㈬ 10:00～11:30
500円

■簡単！リズム体操
２月２日㈭・16日㈭ 10:00～11:30
300円

■親子で楽しくリトミック
２月８日㈬ 10:00～11:00  
300円

あかね文化ホール
　☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207
　 0748-55-3898

市民公開講座

　地域で支える健康をテーマに、口腔
ケア、女性ホルモンバランスと悪性疾患、
尿路結石症についての治療や予防に関
する講演を行います。
主催：東近江総合医療センター
　　　東近江医師会

３月４日㈯13:30～15:30
東近江総合医療センター

　南棟２階きらめきホール
東近江総合医療センター

　地域医療連携室
　☎ 0748-22-3030　  0748-22-5626

住宅用太陽光発電などの設置奨励金は
２月15日㈬までに申請を

　　

　 住宅用太陽光発電システム（10kW未
満が対象）、コージェネレーションシス
テム（エネファームまたはエコウィル）、
蓄電システム、雨水貯留施設の設置奨
励金の申請は２月15日㈬までに行ってく
ださい。
◎申請書類の留意点
　申請には、設置後に電力会社が発行
する「電力需給契約のご案内」や「系
統連系日に関する書類」などの添付が
必要です。
※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。

生活環境課　☎ 0748-24-5633
　 050-5801-5633　  0748-24-5692

東近江市文化団体連合会　講演

　会場は笑いがいっぱい！ユーモアと博
識をもって面白くおかしな話題が満載
の講演です。
■演題「人生は楽しく面白く～健康は笑
いから～」
出演：三

さんしょうてい

笑亭夢
ゆ め の す け

之助さん（落語家）　
２月12日㈰

　14:00～15:30
八日市文化芸術

会館
生涯学習課

☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　

 0748-24-1375

司法書士による無料相談会

　「相続登記はお済みですか月間」に
合わせて司法書士が相続登記に関する
相談に無料で応じます。（予約不要）
　相続した土地や建物を亡くなった人
の名義のままにしておくと権利関係が
複雑になります。
　早めに相続登記の手続きを行いま
しょう。　

２月26日㈰13:00～16:30
ショッピングプラザアピア　

　４階研修室（八日市浜野町）
滋賀県司法書士会

　☎ 077-525-1093　  077-522-1396  

■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29年１月１日）
　人口：115,178人（ー67）
　男性：57,197人（ー25）
　女性：57,981人（ー42）
　世帯数：42,993世帯（＋17）
　※（　）内は前月比

■編集後記
一年の走り初めである「元旦健康マラソ
ン大会」、人生の節目である「成人式」と、
目標や夢を持った人と出会う機会の多
い取材が続きました。それぞれいろん
な思いを胸に前を向く皆さんの目は輝
きに満ち、話を聞く中でこちらも力をも
らいました。そして、自分自身も皆さん
に負けないように、心を新たに頑張ろ
うと思えた一年の始まりでした。（Ｒ）

平成29年２月１日発行
（通巻145号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

■特殊詐欺にご注意を！
　犯人は言葉巧みにあなたからお金を
だましとろうとしています。次のような
電話や郵便、電子メールは詐欺です。
○「声が変わった」「示談金が必要にな
る」⇒オレオレ詐欺
○「有料サイト（アダルトサイト）の料金
が未払いである」「支払わなければ裁判
になる」⇒架空請求詐欺
○「低金利で融資する」「融資に保証金
が必要である」⇒融資保証詐欺
○「医療費・年金・保険金が返ってくる」

「ATMコーナーへ行ってください」⇒還
付金詐欺
○「必ず儲かる株・社債・外国通貨があ
る」「名義を貸してください」⇒金融商
品等取引詐欺
○「ロト６・宝くじの当選番号を教える」

「競馬で必ず勝てる」⇒ギャンブル情報
提供詐欺　
　お金に関する連絡は「詐欺」と疑い、
一人で悩まず家族や警察に必ず相談し
ましょう。滋賀県警察では、高齢者へ
の巡回連絡や会合などでの情報提供に
より注意を呼びかけています。（滋賀県
警察相談「＃９１１０」）

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

市民ギャラリー

■鵜
う か い

飼雅
ま さ き

樹水彩画サークル（絵画）
２月14日㈫～２月24日㈮

■シルバーげんき工房水彩画教室展
２月28日㈫～３月10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

児童手当の支給日

■２月10日㈮は児童手当の支給日です
　金融機関によって振り込みの時間帯
が異なります。
　中学校卒業までのお子さんを養育し、
受給資格のある人で、申請をお忘れの
人は至急手続きをしてください。現在
受給中の人も第２子以降の出生には増
額の申請が必要です。
　申請が遅れると手当を受給できない
期間が生じますので、受給資格がある
人は忘れず手続きをしてください。　

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

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および

「湖東プール」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

２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）

　

２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

広
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