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＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合せください。

パソコンボランティア和
やわらぎ

ねっと！
第20期ボランティア養成講座　受講生

　パソコンボランティア和ねっと！によ
るパソコン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７日、14日、21日、28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
10人（申込み先着順）

９月29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

太郎坊ウォーク　参加者

　箕作小学校を出発し、太郎坊宮周辺
の約 7.3km のコースを歩きます。
※小学生以下は保護者同伴

９月10日㈰8:45～11:30（受付8:30）
箕作小学校　集合
帽子、水筒、汗拭きタオル
９月４日㈪まで

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

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月13日㈬10：00～11：30　 500円

❷簡単たのしく動くリズム体操
９月 14日㈭、28日㈭10：00～11：30
500円

❸ 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」

９月20日、10月４日、18日、11月１日、
15日、29日（全６回）
いずれも水曜日10：00～11：30

国民健康保険加入者2，000 円、一般
2,500 円
❶❷❸共通

体育館シューズ、飲み物、汗拭きタ
オル
※❶❷はヨガマット（バスタオル可）
も必要

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

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17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18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）
能登川コミュニティセンター
印鑑、筆記用具
10月13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

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月６日㈬、20日㈬10：00～11：30
500円

❷簡単！リズム体操
９月７日㈭、21日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
９月27日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者
300 円

❹第７回がもう組歌声喫茶
９月24日㈰14：00～（開場は13：30）
300円

❶❷❸❹共通
あかね文化ホール　☎ 0748-55-0207　　

　 050-5801-0207　 0748-55-3898

子育て支援事業　参加者

未就園児事業「親子みらいちゃんルー
ム」（親子ふれあい体操）
講師：山本いづみさん

開催日 開催場所

９月12日㈫ さくらんぼ幼児園

９月19日㈫ 蒲生コミュニティセンター

９月22日㈮ 布引運動公園体育館

９月26日㈫ 愛東支所健診指導室

９月29日㈮ やわらぎホール

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）
フェイスタオル、買い物用ポリ袋、

新聞紙、水筒、汗拭きタオル、着替え
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

第13回楽しく泳ごう会　参加者

９月24日㈰８：30～15：30
布引運動公園プール
小学生以上　 200人　

※小学３年生以下は保護者同伴
９月15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29年度　自衛官

募集種目 対象年齢 受付期間

自衛官
候補生

18 歳以上
27 歳未満 常時

防衛大学校
学生

18 歳以上
21 歳未満

９月５日から
９月29日まで

※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　

てんびんの里ふれあい広場2017
五個荘エコフリーマーケット  出店者

10月28日㈯10:00～15:00（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。
※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

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：骨盤底筋筋力運動、リフ
レッシュヨガ、メンズヨガＡ・Ｂ、ＺＵ
ＭＢＡ（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Ａ・
Ｂ、バレトン、朝ヨガ、ストレッチエア
ロ、シェイプアップダンス、元気やる気
笑顔がでる運動

16歳以上
９月14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で
お申し込みください。
※子ども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

ライフロング事業講座　受講生

◆スッキリ交換～エコとリユースで快
適ライフ

９月３日㈰14:00～15:00
　（搬入は13:00 ～13:50）

能登川コミュニティセンター
◆男のヨガ入門

９月14日㈭、28日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

◆第６回大人の音楽脳トレ
９月29日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人程度　 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

12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５日㈫ 9:00から

19日㈫ 13:00～15:30 湖東支所　１階相談室
※電話予約受付（先着５人）９月12日㈫ 9:00から

26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19日㈫9:00から

登記・相続相談 15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

14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３

15日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

19日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

26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

13日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室
14日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室
15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

20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 ８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）

15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）

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

ほのぼの会 12日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

13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
コスモスの会 15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 16日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
ちょっと、いっぷくの会

20日㈬
20:00～22:00 愛東コミュニティセンター

ほっとミルク 13:00～15:00 能登川保健センター
カタクリの会 28日㈭ 10:00～12:00 ふるさと文化体験学習館

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）

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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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

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    近野由美さん
■個別相談会

９月16日㈯13:30～15:30
男女共同参画センター（近江八幡市）
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「聴覚障害者と災害」
　災害時に耳の聞こえない人が困ること
などについて、聞こえない人自身が手話
で話します。手話通訳がつきますので、
手話が分からない人も理解できます。

９月27日㈬10:00～11:00
能登川コミュニティセンター
市内在住または在勤者

※筆記通訳が必要な場合は、９月19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

ものわすれ相談室

　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い物忘
れの度合いを判定したり、チェックシー
トを使い生活の状況を確認します。

９月14日㈭９:30～11:30
蒲生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

市民ギャラリー

中西編物教室　ニット・編物展
９月５日㈫～９月29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

ハロートレーニング（公的職業訓練）

～急がば学べ～

　「未経験の仕事に挑戦したい」、「新
しいスキルを身につけたい」、「仕事の
幅を広げたい」、「資格を取って就職に
つなげたい」など就職に必要な技能・
知識を習得するための職業訓練制度が
あります。原則、受講料は無料です。
　ハローワークでは職業訓練の相談や
就職に向けた個別支援なども実施して
います。

ハローワーク東近江
　☎ 0748-22-1020

大人の風しん予防接種費用助成

　妊娠中に風しんウイルスに感染すると、
生まれてくる子どもが難聴や心疾患、白
内障、精神や身体の発達に遅れなどの障
害を伴う「先天性風しん症候群」という
病気にかかることがあります。安心して
出産・育児ができるように風しんワクチ
ン、または麻しん風しん混合ワクチンの
予防接種費用の一部を助成します。

「滋賀県風しん抗体検査」の結果、予
防接種が必要と判断され、接種当日に
本市に住民票がある人
※滋賀県風しん抗体検査は妊娠を希望
する女性および同居している人または
風しんの抗体価が低い妊婦と同居して
いる人が対象で検査代は無料です。
※検査医療機関など、詳しくは県の
ホームページをご覧ください。
◆助成回数・費用
１人１回に限り接種費用の半額を助成

（上限5，000円）
※生活保護世帯の人は全額助成（上限
10,000 円）

平成30年３月31日㈯まで
※滋賀県風しん抗体検査を平成29年
３月１日㈬以降に受けていること。

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

家庭的保育者のための基礎研修

　家庭的保育は、居宅などで少人数の
子どもたちを保育する事業です。家庭
的保育者または補助者として働くため
の基礎研修講座を開催します。

10月17日㈫、18日㈬、19日㈭、25日㈬
（全４回）

※時間は各回により異なります。
市役所本庁舎会議室
保育の仕事に関心のある人
９月４日㈪～ 15日㈮

幼児課　☎ 0748-24-5647
　 050-5801-5647　 0748-23-7501

就業構造基本調査にご協力を

　10月１日現在で就業構造基本調査
を実施します。国内の就業・不就業の
実態を明らかにすることを目的とし
て、統計法に基づき実施します。本市
では、国が指定する47調査区が対象
となりました。パソコンやスマート
フォンを使って、インターネットで回
答することも可能です。８月下旬から
調査をお願いする世帯に調査員が伺い
ますので、ご協力をお願いします。

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

滋賀県障害者スポーツ大会　参加者

◆卓球
11月５日㈰

草津市立総合体育館（草津市）
９月13日㈬まで

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

東近江市民体育大会　参加者

◆バドミントン
９月24日㈰
布引運動公園体育館
１人500円　 ９月14日㈭まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674
　 050-5801-5674　 0748-24-1375
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　　　 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８月１日）
　人口：114,921人（＋10）
　男性：57,104人（＋11）
　女性：57,817人（－1）
　世帯数：43,298世帯（＋40）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　台風が多い季節となりました。８月
に は 台風５号の影響で大雨洪水暴風警
報が発令され、災害警戒本部を設置し、
対応を行いました。近隣の市では大雨
の影響で河川が氾濫するなど、改めて風
水害の恐ろしさを実感しました。
　今一度、身の回りを確認し、溝掃除な
どの対策をしていただきたいと思いま
す。（ゆ）

平成29年９月１日発行
（通巻152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
○コンビニに行って電子マネーカード
を買ってその番号を教えてください。
○（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

17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

18日㈷
磯部歯科医院（近江八幡市）
☎ 0748-37-7272

23日㈷ 川南歯科医院
☎ 0748-42-0419

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

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
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、
16日㈯、17日㈰、18日㈷、23日㈷、
24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）
で手続きをしてください。

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

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強 化 週 間

　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４日㈪～８日㈮　８:30～19:00
　９月９日㈯、10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

高齢者・障害者なんでも相談会

　高齢者や障害者、またその家族など
が抱えてい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。

10月１日㈰13:30～17:00
　（受付は16：00まで）

東近江市福祉センターハートピア
高齢者、障害者、その家族
NPO 法人まちの相談室よりそい

　☎ 0748-56-1085　 050-8036-0252　
　 0748-56-1085
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