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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12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13日㈭ 、27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

布引運動公園体育館
メンズヨガ教室受講生

　７月から９月にかけて実施するメンズ
ヨガの受講生を募集しています。

開催日時 内容

毎週月曜日
20:15～21:15

メンズヨガＡ
講師：村上憲

の り え

衣さん

毎週木曜日
20:00～21:00

メンズヨガＢ
講師：村上憲衣さん

16歳以上　
各12人
8,500円（全10回）
随時受付。受講料を添えてお申し込

みください。（電話不可） 
※お子様連れでの受講はできません。

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

サマーホリデー  ボランティア

　養護学校や特別支援学級に通う子ど
もたちが、夏休みに地域の人々とふれ
あい、楽しく過ごすための事業です。子
どもたちを見守り、プールや工作などで
一緒に遊んでいただける人を募集します。

７月21日㈮～８月25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
　 0748-20-0535

子育て支援事業　参加者

◆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23日㈬、30日㈬、９月６日㈬、13日㈬
蒲生コミュニティセンター、湖東保

健センター
８月17日㈭、24日㈭、31日㈭、９月７日㈭
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
第一子（平成29年３月～平成29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24日㈪から

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

まいぶん体験教室

❶土偶消しゴムづくり
７月26日㈬10：00～12：00　 100円
20人

❷勾玉づくり
７月26日㈬13:30～15:00

　　　27日㈭10:00～12:00　
300円　
20人

❸ガラス玉づくり
７月27日㈭

　13：30～15：00
300円
15人

❹火起こし体験
７月26日㈬、27日㈭10：00～16：00

❶❷❸共通
※７月3日㈪８：00から受付開始
※小学３年生以下は保護者同伴
※汚れてもよい服装で参加してください。

埋蔵文化財センター
　☎ 0748-42-5011　 050-5801-5011
　 0748-42-5816

能登川駅前チンドン夏まつり

　能登川駅前（東口）でチンドン屋さん
と一緒に仮装してパレードをします。太
鼓の演奏や屋台の出店もあります。

７月15日㈯16:00から
能登川駅前賑わい創出実行委員会　

　☎ 090-3998-8812　

ガイドヘルパー養成講習会　受講生　

　視覚に障害のある人の外出を支援す
るガイドヘルパーの養成講座（全５回）
です。受講後は、ガイドヘルパーとして
登録していただきます。

Ａコース：９月14日㈭、22日㈮、25日
㈪、26日㈫、11月１日㈬
Ｂコース：９月14日㈭、22日㈮、10月３日
㈫、４日㈬、11月１日㈬
Ｃコース：９月14日㈭、22日 ㈮、10月11日
㈬、12日㈭、11月１日㈬

県立障害者福祉センター（草津市）、
県立視覚障害者センター（彦根市）など

市内在住の人
１人（申込多数の場合は抽選）
７月31日㈪17:00まで

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

発達支援セミナー　参加者

◆講演会「不器用・ぎこちなさのある子
どもに対する理解と関わりーパート２－」
　講師：天田美恵さん

７月22日㈯10：00～12：00（受付は9:30から）
市内在住、在勤の人
120人
上靴、下靴をいれる袋
７月12日㈬までに、電話またはファッ

クスで申し込んでください。
※小学生以下の子どもの同伴はご遠慮
ください。
※障害があるなど当日配慮が必要な人
は、申込み時にお伝えください。

発達支援センター　☎ 0748-24-0664
　 050-5801-0664　 0748-22-5151

てんびんの里カラオケ大会　出場者

８月27日㈰12：30から
てんびんの里文化学習センターホール
市内在住の人
70 人（申込み先着順）
2,000円
７月22日 ㈯～７月30日 ㈰（９:00受付

開始）
てんびんの里文化学習センター

　☎ 0748-48-7100　 050-5801-7100
　 0748-48-7105

ライフロング事業講座　受講生

◆男のヨガ入門
７月13日㈭、27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23日㈰14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
30人程度（申込み先着順）　 500円

◆整理収納アドバイス実践編
７月22日㈯、８月５日㈯10:00～11:30
能登川コミュニティセンター
15人程度（申込み先着順）
1,000円（全２回）

◆ゆる文字講座
７月２日㈰10:00～12:00
能登川コミュニティセンター
15人程度（申込み先着順）
4,000円（全４回）

◆初めてのデジタル写真
７月13日㈭10:00～12:00
八日市文化芸術会館
15人程度（申込み先着順）
2,500円（全５回）

◆パソコン教室Ｅｘｃｅｌ初級コース
７月４日㈫、５日㈬、11日㈫、18日㈫、

25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（全５回）（教材費別途）

◆小学生チャレンジサイエンスキッズ
７月30日㈰10:00～12:00
八日市文化芸術会館
20人程度（申込み先着順）
1,500円（全３回）

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

11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４日㈫９:00から

18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11日㈫９:00から

25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18日㈫９:00から

登記・相続相談 21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

13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３
18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　1 階相談室
21日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室
25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

12日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

19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）

21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 14日㈮、27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

ほのぼの会 11日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

12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
男性介護者のつどい 15日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

ほっとミルク
19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 21日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
カタクリの会 27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
ものわすれに関する相談

ものわすれ相談室 ７日㈮ ９:30～11:30 八日市保健センター
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
・子ども電話相談　☎ 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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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

７月の休日歯科診療

17日㈷
おがわ東歯科
☎ 0748-42-8191

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26日㈬13：00～15：00
　　　27日㈭、28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

平成29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 常時受付

一般曹
候補生

18歳以上
27歳未満

７月１日㈯～
　 　 ９月８日㈮

航空学生
（海）

18歳以上
23歳未満

航空学生
（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

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１日㈫８：00から
名神八日市カントリー倶楽部
一般男女　 160人（40組）
3,000 円（参加費）、12,060 円（プレー費）
７月15日㈯まで

❷ジュニア育成ゴルフ教室
７月20日㈭、24日㈪、26日㈬、28日㈮、

31日㈪、８月２日㈬、16日㈬、18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
10人（申込み先着順）
１日1,000円
７月15日㈯まで

❶❷共通
東近江市ゴルフ協会（飯尾）

　☎ 090-1962-2131　 0748-27-1498

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
７月５日㈬、19日㈬10：00～11：30　
500円

❷簡単！リズム体操
７月６日㈭ 、20日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
７月12日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者
300円

❶❷❸共通
あかね文化ホール　☎ 0748-55-0207　

　 050-5801-0207　 0748-55-3898

国際ふれあいまつり
～ＢＢＱパーティー～

　世界各国の人とふれあいながらバー
ベキューをし、英語の歌を歌ったり、世
界各国の歌を聞いて踊ったりと楽しい
お昼を過ごしませんか。

７月８日㈯11：00～14：00
中野ヴィレッジハウス（東中野町）
中学生以上1,000円、４歳～12歳500円、

３歳以下無料
７月７日㈮16:00まで

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

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８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９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
８月４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

ベビーと一緒にコンサート

　妊婦さんや幼児を連れたご家族で
ゆっくり聴いていただけるコンサートです。

７月５日㈬10：30から
大人 400円、子ども 100円

※全席自由席
八日市文化芸術会館

　☎ 0748-23-6862　 050-5801-6862
　 0748-23-6863

滋賀県障害者スポーツ大会  参加者

◆陸上
９月10日㈰
皇子山陸上競技場（大津市）
７月19日㈬まで

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

■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、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6 月１日）
　人口：114,892人（+12）
　男性：57,086人（+24）
　女性：57,806人（－12）
　世帯数：43,211世帯（＋56）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　特集記事の取材で子育て中の皆さん
にお話を伺いました。子どもが健やか
に育つためには、親がゆとりをもって子
育てできる環境が必要です。本市で安
心して子どもを産み、育て、住み続け
ていただくため、本市は子育て家庭を
応援しています。市内のサービスを利用
していただき、本市に愛着と誇りを持っ
ていただければ幸いです。（か）

平成29年７月１日発行
（通巻150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
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
15日㈯、16日㈰、17日㈷、22日㈯、
23日㈰、29日㈯、30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）
で手続きしてください。

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

16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

■東近江市社会福祉協議会　障害者デ
イサービス作品展示（絵画、陶芸、手芸）

７月11日㈫～８月４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歳以上の市民の皆さ
んに、ちょこっとバス・ちょこっとタクシー
の一般回数券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消通
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

手話通訳者の健康を
守るための学習会

　聴覚障害者の社会参加と自立を支援
する手話通訳者が、健康で活動を続け
ていくための学習会を開催します。
講師：北原照代さん

７月23日㈰13:00～16:00
東近江市福祉センターハートピア

集会室（１階和室）
市の登録手話通訳者、手話通訳を利

用するまたは利用予定の市内在住の聴
覚障害者、市内手話サークル会員
※筆記通訳が必要な場合は、７月13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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