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◎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）

＊費用の記載がないものは無料です。
＊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。

≪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。

児童扶養手当「現況届」

　児童扶養手当の受給資格者は、現況
届を毎年８月に提出する必要がありま
す。現況届は前年の所得状況と受給資
格を審査するもので、所得制限などで
現在手当を受けていない人も手続きが
必要になります。手続きをされないと、
受給資格があっても手当が受けられな
くなりますので、ご注意ください。
※提出期間
　８月１日㈫～31日㈭　８：30～17：15
　期間中の木曜日は19：00まで（本庁のみ）
※代理人や郵送での提出はできません。

市役所本庁舎本館101会議室
　または各支所

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

第28回石塔フェスティバル

　阿育王塔と３万体の石仏に護摩供養
とローソクの奉納、行燈の小径・炎の海、
大鍋祭り・バザー、ステージショーなど
があります。

８月20日㈰18：30～21：00
石塔寺境内、石塔交流公園（石塔町）
蒲生コミュニティセンター

　☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207
　  0748-55-3898

相続等無料個別相談会

　司法書士、税理士、弁護士、土地家
屋調査士が、相続、遺言、不動産、税
金などのご相談を無料で受けます。

８月26日㈯ 11:00～17:00
八日市コミュニティセンター

司法書士法人 equal（イコール）
　☎ 0749-24-5131（予約優先）

東近江市民体育大会参加者

◆水泳
９月３日㈰９：30から
布引運動公園プール
８月22日㈫まで

東近江水泳連盟（西村）
　☎ 090-8217-9469

姉妹都市使節団受け入れ
ホストファミリー

　10月27日から11月６日までの 11 日間、
アメリカのミシガン州マーケット市から
友好親善使節団が来市されます。
　使節団と交流を深めるため、ボラン
ティアで民泊を引き受けていただける市
内在住の家庭（ホストファミリー）を募
集します。

朝、夕方に市役所または市内の指定
場所へ団員を送迎していただける家庭
※使節団員の希望などと調整のうえ、
民泊家庭を決定します。

８月10日㈭までに申込書に必要事項
を記入し、持参または郵送で応募して
ください。申込書は市ホームページから
ダウンロードできます。

東近江国際交流協会
　 050-5802-9606
　　（月～金曜日の10:00～16:00）

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

第２回滋賀県警察官採用試験

区　分 対　象 採用予定人数
男性Ａ 大卒程度 12人程度
女性Ａ 大卒程度 ３人程度
男性Ｂ 高卒程度 12人程度
女性Ｂ 高卒程度 ５人程度

　

第１次試験：９月17日㈰
８月31日㈭まで（インターネットでの

　申込みは８月28日㈪ 17:00まで）
立命館大学びわこ・くさつキャンパス

滋賀県警察本部警務課採用係
　☎ 0120-204-314（フリーダイヤル）

あかね文化ホール　受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
８月２日㈬、23日㈬10：00～11：30　
500円

◆簡単！リズム体操
８月３日㈭ 、24日㈭10：00～11：30
300円

◆親子で楽しくリトミック
８月30日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者
300円

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

バレーボールカーニバル参加チーム

部門：男女混合９人制
９月10日㈰９：00から
布引運動公園体育館
16チーム（申込み先着順）

１チーム 3,000円　
８月23日㈬まで

東近江市バレーボール協会（奥村）
　☎ 0748-23-2376

東近江行政組合職員採用試験

職　種 採用予定人数
消防職（初級） 若干名

　

第１次試験：９月17日㈰
平成３年４月２日～平成12年４月１日

生まれの人　※ほかにも要件がありま
す。詳しくは募集要項をご確認ください。

８月15日㈫まで
東近江行政組合総括管理課

　☎ 0748-22-7620

布引運動公園体育館
フィットネス教室　受講生

　「元気 やる気 笑顔がでる運動」教室
８月３日㈭、５日㈯、10日㈭、24日㈭、

　26日㈯ 13:30～14:30
16歳以上　 １回500円
当日に受講料を添えてお申込みくだ

さい。※お子様連れの受講は不可
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

❶有酸素運動とヨガで健康に
８月９日㈬10：00～11：30　 500円

❷簡単たのしく動くリズム体操
８月 10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

三山ひろしコンサート2017- 先進の道 -

８月25日㈮①14：00、②18：00
6,500円

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

発達支援セミナー　参加者

◆講演会「大きくなった青年達からの学
び、今、大切にしたいことー「特性」が「障
害」にならないためにできることー」
　講師：髙木恵子さん

９月９日㈯13:30～15:30（受付は13:00から）
市内在住、在勤の人
120人

上靴、下靴を入れる袋
８月30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

東近江市美術展覧会出展作品

部門：日本画、洋画、彫刻彫塑、美術
工芸、書、写真
搬入日：10月１日㈰ 10:00～15:00
　　　   10月３日㈫ ９:00～15:00
会期：第１期（日本画、彫刻彫塑、書）
　　　10月11日㈬～15日㈰
　　　第２期（洋画、美術工芸、写真）
　　　10月18日㈬～22日㈰

八日市文化芸術会館
市内在住、在勤、在学者および近隣

　４市６町の在住者（中学生以下は除く）
出品料：１作品1,000 円（高校生は無料）

※詳しくは市役所本庁、各支所、各コ
ミュニティセンターに設置の募集要項を
ご確認のうえ、お申し込みください。

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

ライフロング事業講座受講生

◆お盆の生け花体験講座
８月９日㈬ 19:00～20:30、

　10日㈭ 19:30～21:00　どちらか選択
湖東コミュニティセンター  
各10人程度　
500円（別途花代）

◆男のヨガ入門
８月10日㈭、24日㈭ 14:00～15:30
１回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

８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）８月１日㈫９:00から

22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）８月15日㈫９:00から

29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）８月22日㈫９:00から

登記・相続相談 18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）

登記・測量相談 25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（先着６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

９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

16日㈬ 13:00～16:00 湖東支所 １階 自治振興室

18日㈮ ９:30～12:00 市役所 市民生活相談室
行政なんでも

相談所 ９日㈬ 13：30～16：00
（受付13：00～15：30）

ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ
（八日市浜野町）

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 永源寺支所・政所出張所
９日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所 １階相談室

16日㈬
13:00～16:00 湖東支所 １階 自治振興室

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 ４日㈮、29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）

18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）８月４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 ９日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
コスモスの会 18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 19日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
ほっとミルク 23日㈬ 13:00～15:00 能登川保健センター
カタクリの会 24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
・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）

行政書士相談
（予約制） ９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（福島） ☎ 050-5801-8998

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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■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、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７月１日）
　人口：114,911人（＋19）
　男性：57,093人（＋7）
　女性：57,818人（＋12）
　世帯数：43,258世帯（＋47）
　※（　）内は前月比

■編集後記　
　８月に入り夏本番です。暑い日中は外
へ出づらくなりますが、市内の図書館
や博物館、文化施設へ出かけてみるの
はいかがですか。子ども向けの夏休み
企画なども行われています。
　また、コトナリエや石塔フェスティバ
ルなど、身近な夏の風物詩もぜひお楽
しみください。（M）

平成29年８月１日発行
（通巻151号）
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障害のある人の手当に関する
所得状況届の受付

　現在、次の手当を受給している人は、
受給資格確認のため「所得状況届」の
提出が必要です。
　対象者には８月上旬に案内を送付し
ます。提出をされないと、受給資格が
あっても引き続いて手当が受けられませ
んので、忘れずに提出してください。
①特別障害者手当
※施設入所・入院中の人は対象外
②障害児福祉手当
③特別児童扶養手当
※②、③とも施設入所中の人は対象外
提出期間＝８月10日㈭～９月11日㈪　　　　　　

障害福祉課または各支所
障害福祉課　☎ 0748-24-5640

　 050-5801-5640　  0748-24-5693

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

８月
５日㈯、６日㈰、11日㈷、12日㈯、
13日㈰、14日㈪、15日㈫、19日㈯、
20日㈰、26日㈯、27日㈰

　お盆前のし尿収集は毎年混み合いま
す。お盆前にくみ取りを予定される人は、
８月３日㈭までにお申込みください。
　指定日以外のくみ取りは行っていませ
んので、日ごろから便槽の量を確かめ
るなど、適切な管理をお願いします。

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 

献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
９月５日㈫９:30～12:00、13:00～15:30
市役所本庁舎
９月24日㈰10:00～12:00、13:00～15:30
道の駅あいとうマーガレットステーション

※いずれも予約不要です。直接会場に
お越しください。200ml 献血は予定数
に達した時点で受付を終了します。

健康推進課　☎ 0748-24-5646
　 050-5801-5646　  0748-24-1052

第28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15日㈰ 10：00～15：00（雨天中止）
市役所本庁駐車場

※使用済小型家電の回収イベントも行います。
◆出店者の募集

９月30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。電話での申込みはでき
ません。食料品や合成洗剤は出品不可。
販売を業にされている人は出店不可。

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

20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。
■８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

８月の休日歯科診療

11日㈷
富永歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-37-7002

14日㈪
住井歯科医院（蒲生郡日野町）
☎ 0748-52-3434

15日㈫
なかがわ歯科（蒲生郡日野町）
☎ 0748-26-2668

16日㈬
にしざわ歯科医院（春日町）
☎ 0748-25-2438

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

下水道排水設備工事責任技術者試験

11月22日㈬13:00から
ピアザ淡海（大津市）
８月22日㈫～９月５日㈫に、申込書に

必要事項を記入し、下水道課へ持参して
ください。申込書は８月３日㈭から下水
道課の窓口で配布します。　 3,500円

下水道課　☎ 0748-24-5665
　 050-5801-5665　  0748-24-5666

宝くじ助成金　備品整備

　宝くじの社会貢献広報事業を活用し、
玉緒地区と御園地区の自治会連合会が
以下の備品を整備されました。

▲玉緒地区自治会連合会
（折り畳みテーブル、和机、イス、チェ

アポーター、展示パネル）

御園地区自治会連合会▲
（折り畳みテーブル、イス、音響システム、

展示パネル、テント、台車、車椅子）
まちづくり協働課　☎ 0748-24-5623

　 050-5801-5623　  0748-24-5560

東近江市中心市街地商業等
空店舗再生支援事業補助金

　商店街の衰退や空洞化に歯止めをか
けるため、中心市街地である近江鉄道
八日市駅周辺にある空店舗を改修して
出店する事業者に必要な費用の一部を
助成します。
◆補助金額
　対象となる改修工事費の２分の１
　上限 300 万円
　※ 50 万円以上の工事に限る。
◆補助採択数
　予算（900 万円）の範囲内

申請用紙に必要事項を記入し、直接
持参いただくか、郵送で申請してくださ
い。申請用紙は市ホームページからダ
ウンロードできます。

８月15日㈫から12月15日㈮まで
商工労政課　☎ 0748-24-5565

　 050-5802-9540　  0748-23-8292

市民ギャラリー

「きり絵」と「絵画」展
８月８日㈫～９月１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

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　 夏 期 の 水 難・山 岳 遭 難 事 故 を 防
ぎ、安全を第一に考えて快適な夏のレ
ジャーを楽しんでいただくために、次の
ことを守ってください。
◆水辺では次のことに注意しましょう
○十分な準備運動をして体調を整え、
適度な休憩をとる。○疲れている時や
飲酒をした時は水に入らない。○必ず
水泳場で泳ぎ、遊泳区域から外に出な
い。○子どもだけで水辺に行かせない。
子どもから目を離さない。
◆登山時は次のことに注意しましょう
○登山届などを提出し、家族に登山コー
スや日程を伝えておく。○地形や気象
などを確認し、ゆとりのある登山計画
をたて、悪天候時は入山しない。○通
信手段を確保するため、携帯電話・予
備バッテリーを携行する。○「インター
ネット登山箱」を利用する。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

「清流の日」一斉清掃

◆「清流の日」一斉清掃を行います。
８月20日㈰９:00～10:30（荒天中止）
愛知川上流域の河川敷および道路

集合場所：道の駅奥永源寺渓流の里
清掃活動の終了後に「愛知川の源流を
守る会」主催の「魚のつかみ取り大会」
を開催します。（事前申込み必要）
◆「愛知川の清流を守る会」主催の一斉
清掃は愛知川中流域で８月27日㈰に開
催します。
愛知川漁業協同組合事務所前駐車場

（永源寺相谷町地先）へ８：00に集合。
廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636

　 050-5801-5636　  0748-24-5692

淡海書道文化専門学校の傑作展
書道ライブパフォーマンス

◆近江商人屋敷　
　淡海書道文化専門学校の傑作展
　淡海書道文化専門学校（五個荘竜田
町）の生徒作品を展示しています。

８月31日㈭まで
五個荘近江商人屋敷外村繁邸

◆書道ライブパフォーマンス
　淡海書道文化専門学校の生徒による
大物の書を描く書道パフォーマンスです。

８月６日㈰ 14：00から
五個荘近江商人屋敷外村繁邸
観光物産課　☎0748-24-5662

　 050-5801-5662　 0748-23-8292

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使って、もの
わすれの度合いを判定したり、チェック
シートを用いて生活の状況を確認します。
※事前予約が必要です。

８月10日㈭ 9:30～11:30
永源寺コミュニティセンター

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641
　 050-5801-5641　  0748-24-5693

地下水（井戸水）の利用について 　　

　地下水を飲用されている場合は、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

　
　

　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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