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≪お願い≫公共機関に電話をされる際には、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。

電気の「子メーター」を
使用の皆さんへ

　貸しビル・アパートなどで一括して電
力会社に支払った電気料金を、各テナ
ントなどの電気の使用料に応じて配分
するために使用する電気計器のことを、
電気の「子メーター」といいます。
　有効期限が過ぎた子メーターは取り換
える必要がありますので、最寄りの電気
工事店や修理事業者にご相談ください。

関西地区証明用電気計器対策委員会
事務局（日本電気計器検定所関西支所
内）　☎ 06-6451-2355

市長への手紙をお寄せください

　市民の皆さんの声を市政に反映する
ため、「市長への手紙」投稿窓口を市役
所本庁舎、各支所、八日市地区の各コ
ミュニティセンターに設置しています。
　市ホームページからも「市政への意見・
提言」を投稿できます。
　皆さんからの建設的なご意見やご提
案をお待ちしています。

市民生活相談室　☎ 0748-24-5616
　 050-5801-5616　  0748-24-0217

ハロートレーニング （公的職業訓練）

　就職に必要な技能や知識を習得する
ための職業訓練制度があります。原則、
受講料は無料ですので、お気軽にお問
い合わせください。
　また、ハローワークでは職業訓練の
相談や申込み手続きとともに、就職に
向けた個別支援も行っています。

ハローワーク東近江 ☎ 0748-22-1020

びわこジャス東近江 出演者

　来年４月29日㈰～30日㈷に市役所周
辺の40会場で開催する街中音楽イベント

「びわこジャス東近江」の出演者を募集
しています。ジャンル、演奏形態は問い
ません。詳しくはお問い合わせください。

12月24日㈰まで
びわこジャズ東近江2018実行委員会

　☎ 0748-25-0125　 0748-22-4588
　ＵＲＬ＝ http://biwako-jazzfes.com/

北ミシガン大学姉妹都市 奨学生

　アメリカ・マーケット市にある北ミシガ
ン大学へ留学を希望する姉妹都市奨学生

（授業料と寮費を免除）を募集します。
留学期間＝平成30年８月～平成31年５月

１人　 12月27日㈬まで
◆一次試験：筆記（英語）、英会話
　試験日：１月21日㈰９:00から
※応募資格や受験料など、詳しくはお
問い合わせください。

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

子育て支援事業 参加者

■のびのび親子の教室
「赤ちゃんといっしょ」

　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

１月12日㈮、19日㈮、24日㈬、２月２日㈮
◇湖東保健センター、蒲生支所

１月11日㈭、18日㈭、25日㈭、２月１日㈭
◇能登川保健センター

１月12日㈮、19日㈮、26日㈮、２月２日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成29年１月～７月生まれの子と母親
各会場10組（申込み先着順）
12月11日㈪から

上記の申込み・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

布引グリーンスタジアム講座 受講生

◆姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ
　姿勢を整え、有酸素運動で脂肪燃焼
を図ります。

１月12日～３月16日　いずれも金曜日
　10：00～11：15（全10回）

18歳以上　 25人（申込み先着順）
5,000円　 １月７日㈰まで

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

ファミリー・サポート・センター会員

　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
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

１月16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

１月17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
１月12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

布引運動公園体育館
フィットネス教室  受講生

　１月から３月にかけて実施するフィッ
トネス教室です。教室の日時や回数、
受講料など、詳しくは布引運動公園体
育館のホームページをご覧ください。
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／ＺＵＭ
ＢＡ（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　
12月14日㈭から。受講料を添えてお

申し込みください。（先着順、電話受付
不可）　※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
　ＵＲＬ＝ http://higashiomi-j.com

ウェルネス講座 受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
12月13日㈬10：00～11：30　 500円

❷簡単たのしく動くリズム体操
12月14日㈭10：00～11：30 　 500円

❶❷共通
ヨガマット（バスタオル可）、上靴、

飲み物
ウェルネス八日市

　☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

あかね文化ホール 受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
12月６日㈬、20日㈬10：00～11：30
500円

❷簡単！リズム体操
12月７日㈭、21日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
12月13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

ライフロング事業講座 受講生

■ユースアクション
　「冬こそあったまる究極 BBQ」

12月２日㈯10:00～15:00
平成の杜体育館 周辺
15人　 500円（諸経費別途）

■男のヨガ入門
12月７日㈭、21日㈭ 14:00～15:30

八日市文化芸術会館　 500円
■素敵☆しめ縄リースづくり

12月10日㈰10:00～12:00
蒲生コミュニティセンター
20人　 500円（材料費2,500円）

■目指せ！ストリートパフォーマー
12月16日㈯10:00～12:00

八日市文化芸術会館
15人　 500円（諸経費別途）

■クリスマスコンサート2017
　～ウクレレ ･ ジャンベ・サンポーニャ・
フォークギター・たのしい歌・ハンドベル～

12月17日㈰13:30～16:30
八日市文化芸術会館

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

５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）11月28日㈫９:00から

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）12月５日㈫９:00から

19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）12月12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）

登記・測量相談 22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

４日㈪ 13:00～16:00 湖東支所 １階 相談室
７日㈭ ９:00～12:00 愛東支所 １階 会議室３

13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

15日㈮ ９:30～12:00 市役所 市民生活相談室

19日㈫
９:00～12:00 蒲生支所 ２階 202会議室
９:30～12:00 五個荘支所 １階 相談室

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
４日㈪

９:00～12:00
五個荘支所 １階 相談室
能登川コミュニティセンター ２階 多目的室２
蒲生支所 ２階 202会議室

13:00～16:00
平田コミュニティセンター
中野コミュニティセンター
湖東支所 １階 自治振興室

５日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所 １階 相談室
７日㈭ ９:00～12:00 愛東支所 １階 ボランティア活動室

男女共同参画
やすらぎ相談 ８日㈮、21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）12月１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

ほのぼの会 12日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
じゃがいもの会 13日㈬ ９:30～11:30 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）

ほっとミルク
20日㈬

13:00～15:00 能登川保健センター
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

カタクリの会 21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） 13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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12月１日㈮～31日㈰は
「年末の交通安全県民運動」

　年末は、夕暮れ時や夜間に交通事
故が多発する傾向にあり、飲酒運転の
増加も懸念されます。『言いたいね 湖
国自慢は「事故ゼロ」と』を合言葉に、
次の４点を重点に運動を展開しますの
で、交通事故防止に努めましょう。
◆運動の重点
①高齢ドライバーを含む高齢者と子ども
の交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の安全確保（特に、歩行者の反射
材着用の推進および自転車の前照灯点
灯の徹底）
③全席シートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

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

12月４日㈪～10日㈰は
「第69回人権週間」

テーマ：「みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう相手の気持ち 未来につなげ
よう 違いを認め合う心～」
　私たち一人ひとりが、人権について正
しく理解し、周りの人の人権を尊重する
意識を持つことが大切です。
　今一度、身近なことから人権を考えて
みましょう。
◆オープニングセレモニー
　一日人権擁護委員委嘱式、びわこ学
院大学附属こども園あっぷるの５歳児に
よる合唱とダンス、抽選で景品がもらえ
る人権クイズ大会などを行います。

12月２日㈯14:00～15：00
ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）
人権・男女共同参画課

　☎0748-24-5620　 050-5801-5620
　  0748-24-0217

12月・１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）

　

12月
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、
16日㈯、17日㈰、23日㈷、24日㈰、
29日㈮、30日㈯、31日㈰

１月
１日㈷、２日㈫、３日㈬、６日㈯、
７日㈰、８日㈷、13日㈯、14日㈰、
20日㈯、21日㈰、27日㈯、28日㈰

　年末のし尿収集は混み合います。20
日以降にお申し込みいただいても、年
内にくみ取りができないことがあります。
　12月にし尿くみ取りを予定されてい
る人は、余裕を持って12月８日㈮まで
にお申し込みください。
　なお、年末年始など、指定された収
集日以外のくみ取りは行っておりません
ので、日頃から便槽の量を確かめるな
どの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。不定期収集の申
込みは12月８日㈮までにお願いします。

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

東近江市芸術文化祭イベント

◆映画「この世界の片隅に」
　上映後に片渕須直監督によるトーク
ショーも行います。

12月16日㈯14:00から（開場13:30）
八日市文化芸術会館　ホール

1,000円（チケット販売場所：八日市
文化芸術会館、生涯学習課、あかね文
化ホール、永源寺、五個荘、愛東、湖東、
能登川地区のコミュニティセンター）

東近江市芸術文化祭実行委員会
　（生涯学習課内）☎ 0748-24-5672
　 050-5801-5672　  0748-24-1375

補聴器の購入・修理費用を助成

　軽度・中等度難聴児に対し、補聴器
の購入・修理費用を助成しています。
■助成額：基準額の３分の２

次の要件をすべて満たす18歳未満の児童
①保護者が市内に居住していること
②原 則として、 両 耳 の聴 力レ ベ ル が
30dB以上70dB未満で、障害者総合支援
法の補装具費支給の対象外であること
③補聴器の装用により、言語の習得な
どに一定の効果が期待できると滋賀医
科大学医学部附属病院または滋賀県立
小児保健医療センターの医師が判断し
ていること
※保護者の所得により、助成対象外と
なる場合があります。

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

県民手帳 発売中

　最新の滋賀県の様子がわかる統計資
料や知っていると便利な暮らしの情報な
ど盛りだくさんの内容です。スケジュー
ル表は平成31年3月まで使えます。

１月31日㈬まで
各支所、コミュニティショップ Mitte

　（市役所本庁舎本館１階）
１冊600円 
企画課　☎ 0748-24-5610

　 050-5801-5610　 0748-24-1457

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
シートを用いて認知症に備えます。
※事前予約が必要です。

12 月14日㈭ 9:30～11:30
愛東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

■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11月１日）
　人口：114,784人（－78）
　男性：57,059人（－21）
　女性：57,725人（－57）
　世帯数：43,356世帯（＋6）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　二五八祭の取材でスポーツ雪合戦を
楽しむ皆さんにお話を伺いました。気
軽に取材を受けていただき助かります。
　今年も取材にご協力いただいた皆さ
んのおかげで、市民の皆さんに親しん
でいただける紙面ができました。
　来年も引き続き紙面づくりを工夫して
いきますので、皆さんのご協力をよろし
くお願いします。（か）

平成29年12月１日発行
（通巻155号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆年末年始における特別警戒を実施　
　市民の皆さんが明るい新年を迎えら
れるよう、警察は歳末特別警戒を実施
し、犯罪や事故の防止に努めます。
　犯罪のない安全安心な滋賀県を目指
して、「４つのかける」を呼びかけてい
ますので、地域で防犯に努めましょう。
①犯罪に対して「気をかける」
②地域で挨拶など「声をかける」
③住宅、自転車などに「鍵をかける」
④防犯カメラなどの設置を「呼びかける」

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。
■ 12月の対象外施設　湖東プール

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

就学校の変更

　公立の小中学校は、住所地により就
学校を指定しています。特別な事情によ
り、指定された学校への就学が困難な
場合は、就学校の変更が認められるこ
とがあります。平成30年度以降の変更
を希望される場合（入学予定者を含む。）
は手続きが必要ですので、学校教育課
へお問い合わせください。

学校教育課　☎ 0748-24-5671
　 050-5801-5671　  0748-24-5694

資産税課からのお知らせ

◆家屋を取り壊したときは届出を
　固定資産税は、毎年１月１日現在に
おいて課税されます。年末までに家屋
を取り壊した場合は届出をしてくださ
い。必要書類など詳しくはお問い合わ
せください。
◆償却資産の申告を
　市内に事業用の償却資産（太陽光発
電設備などを含む。）を所有されている
人は、毎年１月１日現在の所有状況を申
告する義務があります。申告方法など
詳しくはお問い合わせください。

資産税課　☎ 0748-24-5637
　 050-5801-5637　  0748-24-5577

市民ギャラリー

鵜飼雅樹水彩画サークル（絵画）
瓢箪工芸品展

12月22日㈮まで
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

冬道の交通にご注意を

◆道路の除雪作業にご協力ください
　市では、積雪が10cm 以上になると
主要幹線市道の除雪を実施しますので、　
ご協力をお願いします。※路上駐車は
作業の妨げになりますので絶対にしな
いでください。また、除雪車に近づか
ず車間距離を十分にとってください。
◆冬道のスリップ事故にご注意ください
　冬季は、積雪や路面凍結によるスリッ
プ事故が多発しますので、交通事故防
止に努めましょう。
　融雪剤を適所に配備していますので、
路面凍結時に使用してください。

管理課　☎ 0748-24-5654
　 050-5801-5654　  0748-24-5578

月～金曜日／9:00 ～21:00
土曜日／9:00 ～17 :00

※日曜日、祝日、年末年始（12/ 31～1/3）は
　ご利用いただけません。

日本政策金融公庫
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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カ月）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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