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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

６月13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

６月14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　 ６月９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

5693
姉妹都市カナダ・アルバータ州

テーバー町への友好親善使節団員

9月16日㈯～23日㈷
170,000円程度

※燃油サーチャージなどにより料金が
変更になる可能性があります。
※中学生は、参加負担金の２割以内の
補助金があります。

 ①中学生親善大使10名 （市内在住者
で市内の中学校に在学する人）
　 ②一般市民４名 （平成29年４月１日
現在、満18歳以上の市内在住者）

5月31日㈬まで
①学校教育課　☎ 0748-24-5671

　 050-5801-5671　 0748-24-5694
　　②企画課　☎ 0748-24-5610
　 050-5801-5610　 0748-24-1457
　　②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

サマーホリデー指導員

　サマーホリデーは、養護学校や特別
支援学級に通う子どもたちが、夏休み
期間中に地域の人々とふれあい、楽し
く過ごすための事業です。活動プログ
ラムの企画・運営と、子どもたちのサポー
トをしていただく指導員を募集します。
※事前研修あり。出勤日は相談に応じ
ます。（時給800円）

市社会福祉協議会
　☎ 0748-20-0555　 050-5801-1125　
　 0748-20-0535

ウェルネス講座  受講生

①有酸素運動とヨガで健康に
５月10日㈬ 10:00～11:30　
500円

②簡単たのしく動くリズム体操
５月11日㈭ 10:00～11:30　
500円
①②共通ヨガマット（バスタオル可）、

体育館シューズ、飲み物
ウェルネス八日市

  ☎ 0748-22-8800  050-5801-1137

第１３回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
や展示、飲食物の販売を行います。

６月10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

あかね文化ホール  受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
５月17日㈬、31日㈬10:00～11:30
500円（当日受付）

◆簡単！リズム体操
５月18日㈭、25日㈭10:00～11:30
300円（当日受付）

◆親子で楽しくリトミック
５月24日㈬10:00～11:00
３歳 以下の幼児と保護者
300円（当日受付）

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

てんびんの里ふれあいウォーク参加者

コース：６km、９km
５月21日㈰８：30から（荒天中止）
五個荘中央公園スタート・ゴール
500円（小学生未満は無料）
５月12日㈮まで（※当日受付も可能）

五個荘コミュニティセンター
　☎ 0748-48-2737    050-5801-2737 
　 0748-48-6454

東近江市民体育大会参加者

◆ビーチボール
６月4日㈰　 五個荘体育館
５月19日㈮まで

◆陸上
６月4日㈰　 布引グリーンスタジアム
５月19日㈮まで

◆柔道
６月11日㈰　 布引運動公園体育館
５月22日㈪まで

※参加資格など、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

滋賀県民体育大会
東近江市予選会参加チーム

◆バレーボール
６月４日㈰
おくのの運動公園体育館
市内在住者で編成した男女別９人制

　（高校生以下は除く。）
５月28日㈰まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎  0748-23-2376

滋賀県スペシャル
スポーツカーニバル

７月１日㈯
長浜バイオ大学ドーム（長浜市）
６月７日㈬まで

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

市民ふれあいスポーツ day!

①芝生ふれあい day
　布引運動公園陸上競技場の芝生エリ
アを無料開放します。「スポーツかるた
ウォークラリー」も実施
②スポーツ健康 day
　基礎体力測定と体脂肪量や骨格筋量
のチェックができるインボディ測定を無
料で実施します。

５月５日㈷10：00～15：00
①布引グリーンスタジアム

　 ②布引運動公園体育館
①布引グリーンスタジアム

　☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801  
　 0748-22-3810
　②布引運動公園体育館
　☎ 0748-25-2633
　 050-5801-2633

ライフロング事業講座  受講生

◆男のヨガ入門
５月11日㈭、25日㈭14:00～15:30
八日市文化芸術会館
20人（当日受付）　 500円

◆大人の音楽脳トレ
５月12日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人（当日受付）　 500円

◆あたまの体操はじめての囲碁
５月17日㈬、31日㈬10:00～12:00
蒲生コミュニティセンター　
15人（申込み先着順）
3,000円（全6回）

◆中国語会話教室
５月10日㈬、24日㈬19:30～21:00
湖東コミュニティセンター
15人（申込み先着順）
4,000円（年額／全20回）

◆パソコン教室基礎入力コース
５月９日㈫、10日㈬、16日㈫、23日㈫、

　30日㈫ 19:30～21:30
湖東コミュニティセンター
4,000円（全５回）※教材費別途必要

◆たのしい歌の講座
５月20日㈯14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
30人（当日受付） 500円

八日市文化芸術会館
　☎0748-23-6862　 050-5801-6862
　 0748-23-6863

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

16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）５月９日㈫9:00から

23日㈫ 13:00～15:30 能登川コミュニティセンター ２階学習室５
※電話予約受付（先着５人）５月16日㈫9:00から

30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）５月23日㈫9:00から

登記・相続相談 19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（先着 6 人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

19日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室

23日㈫
９：30～12：00 五個荘支所 １階相談室

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

10日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所２階 202 会議室
11日㈭ 9:00～12:00 愛東支所ボランティア活動室

17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）

19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
男女共同参画
やすらぎ相談 19日㈮、25日㈭ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

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４階研修室 B （八
日市浜野町）、湖東支所

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

ほのぼの会 ９日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

10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

17日㈬
13:00～15:00 能登川保健センター

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 19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 20日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
カタクリの会 25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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５月の休日歯科診療

３日㈷
金谷歯科医院（竜王町山之上）
☎ 0748-57-8287

４日㈷
輪田歯科医院（日野町松尾）
☎ 0748-53-0610

５日㈷
住井歯科医院（東沖野３丁目）
☎ 0748-22-1290

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

ごみゼロ大作戦

　滋賀県が提唱する「ごみゼロの日」（５
月30日）に合わせた一斉清掃です。多く
のボランティアの参加をお願いします。

５月28日㈰９:00から（荒天中止）
愛知川河川敷（小田苅町地先）

※すこやかの杜運動公園　多目的広場集合
廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636

　 050-5801-5636　 0748-24-5692

21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。
■５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

献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
５月11日㈭９:30～12:00、13:00～15:30
市役所本庁舎新館

※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

ものわすれ相談室
～知って備えれば安心～

　物忘れについての相談を受け付けま
す。タッチパネル式の機械を使って、物
忘れの度合いを判定したり、チェック
シートを用い、生活の状況を確認します。

５月11日㈭9:30～11:30
五個荘コミュニティセンター

※事前申込みが必要です。
福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641

　 050-5801-5641　 0748-24-5693

工業統計にご協力ください
（基準日 ６月１日）

　調査対象は、すべての製造事業所で
す。（調査票への記入は従業員４人以上
の事業所）インターネットでの回答が可
能になりました。回答いただいた内容
は、統計法により厳重に保護されます。
調査結果は、中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として活用されます。
ご協力をお願いします。

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

姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ
受講生

５月19日、26日、６月２日、９日、16日、
23日、30日、７月７日、14日、28日
　いずれも金曜日10:00～11:15

 布引グリーンスタジアム
18歳 以上　  25人
 5,000円（10 回） ５月14日㈰まで

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

子育て支援事業参加者

①未就園児事業「親子みらいちゃんルー
ム」（内容：新聞紙あそび）

開催日 開催場所

５月17日㈬ ぷらざ三方よし

５月19日㈮ 南部コミュニティセンター

５月23日㈫ 湖東コミュニティセンター別館

５月24日㈬ 能登川スポーツセンター内武道館

５月30日㈫ 蒲生コミュニティセンター

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、新聞紙１日分
５月１日㈪から

②のびのび親子の教室
　「お母さんといっしょ」
　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関わり
方を見つけます。（全４回）
◆八日市保健センター

６月７日 ㈬、14日㈬、20日 ㈫、28日㈬
◆湖東保健センター、蒲生コミュニティ
センター

６月８日㈭、15日㈭、22日㈭、29日㈭
◆能登川保健センター

６月９日㈮、16日㈮、23日㈮、30日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成27年６月～12月生まれの子と母親
各会場10組（申込み先着順）
５月８日㈪から

上記①②の申込み・問合せ先
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

■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
　　　 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29年４月１日）
　人口：114,935人（－186）
　男性：57,064人（－92）
　女性：57,871人（ー94）
　世帯数：43,109世帯（＋72）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
　今年もＧＷに入りました。市内にも色
んな見所がたくさんあります。この機会
に足を運んでみてはいかがでしょうか。
今回、市では観光戦略を策定しました。
地域資源をさらに磨きその魅力を発信
する必要があります。多様な歴史・文化・
伝統が息づく東近江市に一人でも多くの
皆さんに訪れてもらいたいです。（Ｔ）

平成29年５月１日発行
（通巻148号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　安全に道路を通行するため、「自転車
安全利用五則」を守りましょう。
  ① 自転車は車道通行が原則
  ② 車道は左側を通行
  ③ 歩道は歩行者優先で車道よりを徐行
  ④ 安全ルールを守る
  ⑤ ヘルメットを着用

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

５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）

　

５月
３日㈷、４日㈷、５日㈷、６日㈯、
７日㈰、13日㈯、14日㈰、20日㈯、
21日㈰、27日㈯、28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

親と子のよい歯のコンクール

　口腔衛生に対する関心を高め、健康
づくりに寄与することを目的として、歯や
歯ぐきの健康状態を審査し表彰します。

6月8日㈭14:30～16:0 0
湖東保健センター
市内在住で、平成28年 4月1日から

平成29年3月31日に3歳6か月児健診
を受けたむし歯のない幼児とその親

５月19日㈮まで
健康推進課　☎ 0748-24-5646

　 050-5801-5646　 0748-24-1052

６月１日は「人権擁護委員の日」 　　　　

　人権擁護委員（下表、敬称略）は、
法務大臣から委嘱され、人権相談な
ど の 活 動 を し て い ま す。 ま た、 人
権 擁 護 委 員 の 日 に 合 わ せ、 ６ 月 １
日 ㈭ に は 特 設 人 権 相 談 を 開 設 し ま
す。（日時、場所は16ページに記載）

氏　名 住　所
谷　　明美 市辺町　
加川　泰正 八日市町
日永　清惠 大森町
山田　幸平 中小路町
山中多美枝 聖徳町
西村　惠子 今堀町
山川平兵衛 山上町
久田　幸子 高木町
藤野富佐子 五個荘簗瀬町
奥井　和義 五個荘塚本町
山本　　清 百済寺本町
松岡　和幸 平尾町

植田たみ子 愛東外町

西久保　雄 池庄町
小川　正道 小八木町

大林惠美子 小田苅町
𠮷田　喜良 林町
荻野　　忍 川南町
村川くに子 小川町
居𠩤田ひろみ 新宮町
大塚マサ江 大塚町
嶋村　愼一 鋳物師町
望田　　哲 綺田町

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

市税の納付は口座振替が便利です

　5、6月に市税の納税通知書を郵送し
ます。納付には、簡単で便利な口座振
替をご利用ください。今年度分からは
クレジットカードでの納付も可能です。

納税課　☎ 0748-24-5606
　 050-5801-5606　 0748-24-5577
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　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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