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まいぶん体験教室 受講生
埋蔵文化財センターを見学して本物の
まがたま

土器をさわって、勾玉をつくってみよう！

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

７月25日㈬13:30～15:00
26日㈭10:00～12:00、13:30～15:00
各20人

サマーホリデー ボランティア

300円

※７月２日㈪８：30から受付開始

緒に遊んでいただける人を募集します。

八日市商工会議所４階大ホール

日・祝日を除く17日間

※汚れてもよい服装で参加してください。

※各日とも９:30～15:30

050-5801-5011

0748-42-5816

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

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４日㈬、18日㈬10：00～11：30

せせらぎ
☎ 0748-20-0555

050-5801-1125

チャリティコンペ・
ゴルフ教室 受講生

７月６日㈮まで

（電話受付：平日10:00～16:00）
メール

hifa@e-omi.ne.jp

050-5801-5610
メール

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

登録していただきます。
Ａ コース：９月13日㈭、
20日㈭、27日
㈭、
28日㈮、
10月31 日㈬

（電話受付：平日10:00～16:00）
メール

hifa@e-omi.ne.jp

バレトン教室

受講生

一般男女

㈪、
23日㈫、
31日㈬

3,000円
（参加費）、12,060円
（プレー費）

７月７日、21 日、８月4 日、18 日、９月１

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

７月14日㈯まで
❷ジュニア育成ゴルフ教室
７月23日㈪、
25日㈬、
27日㈮、
31日㈫、

７月14日㈯まで

0748-27-1498

市内在住の人
１人（申込多数の場合は抽選）
☎ 0748-24-5640
0748-24-5693

生活困窮家庭の中学生を対象に、居場

各12人

※子ども連れでの受講はできません。
布引運動公園体育館

発達支援セミナー

参加者

◆講演会「学齢期の発達に心配のある
子どもの教育的支援」

ライフロング事業講座

受講生

◆男のヨガと健康運動

心理こども学部教授）
８月４日㈯10:00～12:00（受付は9:30から）
市内在住、在勤の人

050-5801-2633

120人

７月12日㈭、
26日㈭ 14:00～15:30
20人（当日受付）

500円

◆初めてのデジタル写真（第１回）
７月19日㈭10:00～12：00

所づくりを通じて、勉強面でのサポートを

上靴、下靴を入れる袋

15人程度（申込み先着順）

していただける人を随時募集しています。

７月25日㈬まで

2,500円（全５回）

※小学生以下の子どもの同伴はご遠慮

無料体験から始められます。

五個荘会場、南部会場、八日市会場

ください。

７月22日㈰14:00～15:30

毎週火曜日

市内在住または在学の大学生

※障害があるなど当日配慮が必要な人

能登川コミュニティセンター

は、申込み時に伝えてください。

30人程度（当日受付）

若干名

2,000円（月４回）

パソコン
（お持ちでない人は用意します）

17

050-5802-9893

広報ひがしおうみ

東近江市社会福祉協議会地域福祉課
☎ 0748-20-0555

ＮＰＯかじやの里
☎ 090-3032-6998

※交通費として 1回当たり500円支給します。

2018.7.1

0748-20-0535

◎記号説明

050-5801-1125

発達支援センター
☎ 0748-24-0664
050-5801-0664

法律相談
（予約制）

10日㈫

13:00～16:00

市役所 本庁舎新館 市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）７月３日㈫９:00から

17日㈫

13:00～16:00

五個荘支所 １階相談室
※電話予約受付（先着６人）７月10日㈫９:00から

24日㈫

13:00～16:00

市役所 本庁舎新館 市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）７月17日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

13:00～16:00 市役所 本庁舎新館 市民生活相談室
（12：50～受付）※司法書士による相談（先着６人）

20日㈮

行政相談

※行政相談委員
による相談

４日㈬

９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター 3階302会議室

12日㈭

９:00～12:00 愛東支所 会議室３

17日㈫

９:30～12:00 五個荘支所

18日㈬

13:00～16:00 湖東支所 １階相談室

20日㈮

９:30～12:00 市役所 本庁舎新館 市民生活相談室

24日㈫

９:00～12:00 蒲生支所

☎ 0748-23-6862
0748-22-5151

＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
＝申込み、 ＝問合せ、 ＝ IP電話、 ＝ファクス

500円

0748-23-6863

050-5801-6862

２階202会議室

月～金曜日

９:00～12:00
市役所
13:00～16:00

消費生活相談

月～金曜日

９:00～12:00 消費生活センター（市民生活相談室内）
13:00～16:00 ・相談専用電話 ☎ 0748-24-5659

人権・男女共同参画課

☎ 0748-24-5620（直通）
９:00～12:00

18日㈬

特設人権相談

本庁舎新館

市民生活相談室

050-5801-5620

0748-24-0217

永源寺支所 １階相談室
五個荘支所 １階相談室

ショッピングプラザアピア４階研修室 B
（八日市浜野町）
13:00～16:00
愛東支所 ボランティア活動室

男女共同参画
13日㈮、26日㈭ ９:15～12:30 市役所
やすらぎ相談
☎ 0748-24-5641（直通）

本庁舎新館（※予約が必要）
0748-24-5693

050-5801-5641

家族介護者の会 介護者の悩み相談
ほのぼの会 10日㈫、24日㈫ 13:30～15:00
ミモリの会
11日㈬
９:30～11:30
じゃがいもの会
ほっとミルク
13:00～15:00
18日㈬
ちょっと、いっぷくの会
20:00～22:00
コスモスの会
19日㈭
10:00～12:00
男性介護者のつどい
21日㈯
10:30～15:00
カタクリの会
26日㈭
10:00～12:00
ほほえみ
随時受付

せせらぎ（市子川原町）
高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
五個荘コミュニティセンター
能登川コミュニティセンター
愛東コミュニティセンター
湖東コミュニティセンター
小田苅家（小田苅町）
永源寺コミュニティセンター
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
商工労政課

☎ 0748-24-5565（直通）

子どもに
関する相談

050-5802-9540

毎週火曜日

９：30、
10：40
13：30、
14：40

月～金曜日

８:30～17:15

◆たのしい歌の講座

八日市文化芸術会館

1 階相談室

一般相談

無料就労相談

毎週火・木・金曜日 18:00 ～ 20:00

9:30～11:30

相談場所

福祉総合支援課

随時 受 付。受講料を添えて申し込ん

☎ 0748-25-2633

講師：伊丹昌一さん（梅花女子大学

子ども学習支援ボランティア

16歳以上

でください。（電話不可）

７月31日㈫17:00まで
障害福祉課

日、15 日のいずれも土曜日 13:30～14:30
5,100円（全６回）

050-5801-5640

相談時間

バレトンとは、フィットネス、バレエ、

柔軟性の向上が期待できます。

180人（45組）

相談日

050-5802-9606

Ｃコース：９月13日㈭、
20日㈭、10月22日

❶❷❸共通

かじやの里 パソコン教室 受講生

東近江国際交流協会

名神八日市カントリー倶楽部

東近江市ゴルフ協会（飯尾）

0748-55-3898

kikaku@city.higashiomi.lg.jp

イズで脂肪燃焼・筋力アップ、ダイエット、

☎ 090-1962-2131

050-5801-0207

0748-24-1457

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

相談項目

☎ 0748-24-5610

㈫、
17日㈬、
31日㈬

❶❷共通

☎ 0748-55-0207

企画課

８月１日㈬８：00から

１日1,000円

あかね文化ホール

７月31日㈫まで

ヨガの 3 つの要素を取り入れたエクササ

10人（申込み先着順）

300円

学生は1,200円

60,000円程度

Ｂコース：９月13日㈭、
20日㈭、10月16日

❶チャリティコンペ

300円

３歳以下の幼児と保護者

３人

です。受講後は、ガイドヘルパーとして

市内在住の小中学生

７月11日㈬10：00～11：00

2,500円（飲食代込み）、小学生と中

るガイドヘルパーの養成講座
（全５回）

７月19日㈭ 、26日㈭10：00～11：30
❸親子で楽しくリトミック

９月14日㈮～９月17日㈷

ニティセンター別館、能登川自治会館、

グリーンピア近江八幡ゴルフ練習場

❷簡単！リズム体操

30人（申込み先着順）

今月の相談
※弁護士による
相談。１人１年
30分
１回限り、
まで。相談時間
は受付順

◆韓国場 岩面

ページをご覧ください。

８月２日㈭、
７日㈫、
9日㈭、
17日㈮

500円

200,000円程度

７月13日㈮まで

050-5802-9606

❷簡単たのしく動くリズム体操講座
500円

８人

います。

0748-20-0535

７月12日㈭10：00～11：30

８月26日㈰～９月３日㈪

※応募方法、条件については市ホーム

東近江市社会福祉協議会 地域福祉課

７月６日㈮、
11日㈬10：00～11：30

◆アメリカ合衆国ミシガン州マーケット市

東近江国際交流協会

個荘コミュニティセンター、湖東コミュ

❶有酸素運動とヨガで健康に

姉妹都市への友好親善使節団員

※１日のみのボランティアも受け付けて
野口町自治会館、ゆうあいの家、五

ウェルネス講座 受講生

使節団と友好を深める交流会です。
７月９日㈪18：00～20：00

※小学３年生以下は保護者同伴

☎ 0748-42-5011

７月５日㈭から 12日㈭まで来市する

もたちを見守り、プールや工作などで一
７月23日㈪～８月24日㈮の間で、土・

埋蔵文化財センター

カナダ・テーバー町友好親善使節団
との市民交流会 参加者

0748-23-8292

市役所 本庁舎内会議室（１相談日4人まで）
※相談希望日前日までに電話で申込み

こども相談支援課 ☎ 0748-24-5663
050-5802-3275
0748-23-7501
※上記以外で緊急の場合は、
・ぎゃくたいほっとライン ☎ 0748-24-5687
市役所代表番号
・子ども電話相談 ☎ 0748-24-1111
（☎ 0748-24-1234）

夜間・休日
お薬相談窓口

＊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問い合わせてください。

夜間
休日

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。
終日

広報ひがしおうみ
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≪お願い≫公共機関に電話される際には、市外局番など番号を確認してください。

お知らせ
湖東圏域・東近江エコサマー

平成30年７月１日発行
（通巻162号）

050-5801-1234

７月4日㈬10：30から

した。この法律では、民泊によるトラ

大人 400円、子ども 100円

２人までのバス運賃が無料になります。

ブル防止のため、県が発行する標識の

降車時、運転手に「エコサマー」と

掲示、ごみ・騒音防止のための宿泊者
への説明、苦情対応など、さまざまな
ルールが新しく設けられています。

東近江市、彦根市、愛荘町、多賀町、

掲載され、相談や苦情を受け付ける全

※近江鉄道バス日八線、長峰線、彦根

国共通の電話窓口も設置されています。

ご城下巡回バス、豊郷町すまいるたう

◆民泊制度コールセンター

んばすは除きます。

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、問い合わせてください。
■本市の人口（平成30年6 月１日）
人口：114,516人（―13）
男性：56,983人（＋19）
女性：57,533人（―32）
世帯数：43,803世帯（＋34）
※（ ）内は前月比
■編集後記
琵琶湖から鈴鹿の山まで自力で駆け
抜けるびわ湖 東近江 SEA TO SUMMIT、
ゴール地点の天狗堂山頂で取材をしま
した。本市を一気に横断された皆さ
んの表情からは少し疲れが見えたもの
の、充実感にあふれ、最高の笑顔で取
材に応えてくれました。このイベントを
キッカケに本市のファンになっていただ
けると幸いです。
（ゆ）

0748-24-5692

◆民泊制度ポータルサイト ( 観光庁）
「民泊 ポータル」で検索

15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

☎ 0748-23-6862

050-5801-6862

滋賀県観光交流局

１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
７月 15日㈰、16日㈷、21日㈯、22日㈰、
28日㈯、29日㈰

東近江市平和祈念式典
戦争の悲惨さ、平和の尊さを市民の

湖東歯科医師会

☎ 0748-20-2801

※８月13日㈪、14日㈫、15日㈬のし 尿 収
クリーンぬのびき広域事業協同組合

能登川駅前チンドン夏まつり

の演奏や屋台の出店、抽選会もあります。
７月７日㈯15:00から

☎ 0748-23-0107
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

☎ 090-3998-8812（平井）

献血にご協力ください
７月は｢愛の血液助け合い運動」月間です。

手話公開講座

◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

0748-24-5692

受講生

◆テーマ
「聴覚障害の基礎知識」
（講義）
耳のしくみや聴覚障害について理解
するとともに、聴覚障害者のコミュニ
ケーション方法などを学習します。
７月18日㈬19：30～21：00

夏の交通安全県民運動

市役所本庁舎新館314会議室
東近江市、日野町、竜王町に在住、在

運動の重点は高齢者と子どもの交通

勤、在学の15歳以上の人 ( 中学生を除く。）

事故防止です。夏の行楽シーズンは、

※筆記通訳が必要な場合は、７月10日

車で出かけることが増えてきます。車に

㈫までに連絡してください。

皆さんとともに考える機会として、平和

乗るときは、必ず全席でシートベルトを

障害福祉課 ☎ 0748-24-5640

祈念式典を開催します。献花、戦跡訪

７月６日㈮ 10:00～12:30、13:00～15:30

着用し、小さなお子さんにはチャイルド

050-5801-5640

永源寺温泉「八風の湯」

問の作文発表などを行います。

能登川保健センター

シートを正しく着用させましょう。

生涯学習課

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

東近江警察署からのお知らせ
夏休み期間は、開放感や気のゆるみ
などから子どもが非行に走ったり、犯

７月21日㈯９:30～10:35
愛東コミュニティセンター

ホール

健康福祉政策課

☎ 0748-24-5512

050-5801-0945

0748-24-5693

ものわすれ相談室

◆全血（200ml、400ml）

※ 200ml は予定数に達した時点で終了

７月15日㈰～24日㈫

させていただきます。

交通政策課

健康推進課

☎ 0748-24-5646

050-5801-5646

050-5801-5658

0748-24-5692

農地台帳に関する調査に
ご協力ください

タッチパネル式の機器を使って、ものわ

ります。万引きや自転車窃盗などの初

すれの度合いを判定したり、チェックシート

発型非行の防止や、深夜はいかいの防

を用いて生活の状況を確認したりします。

◆東近江市社会福祉協議会 障害者デ

す。農地の所有者、耕作者に調査票を送

止など非行・犯罪被害防止活動、また、

※事前予約が必要です。

イサービス作品展示（陶芸、ちぎり絵、

付しますので、ご協力をお願いします。

手芸ほか）

提出期限：８月24日㈮

スマートフォンなどのフィルタリングの普

７月13日㈮ 9:30～11:30

及活動など環境浄化活動について地域

八日市保健センター

全体で取り組みましょう。
東近江警察署

☎ 0748-24-0110

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641
050-5801-5641

0748-24-5693

◆きりえ・絵画展（木下富男さん）
７月10日㈫～７月20日㈮

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

届出先：地域の農業委員会協力員（農業

市役所 本庁舎本館１階ロビー

組合長）
、各支所、農業委員会事務局

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

農業委員会事務局 ☎ 0748-24-5682
050-5801-5682

0748-23-8291

料
広

◎記号説明

告

＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
＝申込み、 ＝問合せ、 ＝ IP電話、 ＝ファクス

＊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問い合わせてください。

市 で は、 毎 月 １ 日 に 発 行
している広報ひがしおうみ
および市ホームページへの
有料広告を募集しています。

▼
有

告

◆親子の絆づくり「赤ちゃんがきた！」
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。
◇八日市保健センター
８月22日㈬、29日㈬、９月５日㈬、12日㈬
◇湖東保健センター
８月30日㈭、９月６日㈭、13日㈭、20日㈭
◇能登川保健センター

７月24日㈫～８月17日㈮
生涯学習課

参加者

０歳児を初めて育児する母親のため

0748-24-1052

市民ギャラリー

0748-24-5693

子育て支援事業

☎ 0748-24-5658

罪被害に巻き込まれたりする傾向があ

広

2018.7.1

９:00～16:00

◆７月の対象外施設

料

広報ひがしおうみ

診療時間

入館料無料などの優待が受けられます。

有

19

安土デンタルクリニック
16日㈷ ( 近江八幡市安土町上豊浦）
☎ 0748-46-4797

に余裕をもって申し込んでください。

能登川駅前賑わい創出実行委員会

☎ 077-528-3741

７月の休日歯科診療

集と受付は行っていません。

0748-23-6863

と一緒に仮装してパレードをします。太鼓

全国共通ナビダイヤル 9:00 ～ 22：00

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

お盆前のし尿収集は、８月３日㈮まで

八日市文化芸術会館

能登川駅前（東口）でチンドン屋さん

☎ 0570-041-389

☎ 0748-24-5658

050-5801-5658

※全席自由席

なお、届出住宅は県のホームページに

豊郷町、甲良町を運行する路線バス

交通政策課

（直通）☎ 0748-24-5611

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。

で、
「民泊」営業ができるようになりま

８月31日㈮まで

（代表）☎ 0748-24-1234／0749-46-2100

住宅宿泊事業法（民泊新法）が６月
15 日に施行され、県に届出された住宅

ベビーといっしょにコンサート

７月１日㈰から大人１人につき小学生

伝えてください。

■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

住宅宿泊事業法 ( 民泊新法）の施行

８月17日㈮、
24日㈮、
31日㈮、
９月７日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00
第１子（平成30年３月～６月生まれ）
とその母親
各会場10組程度（申込み先着順）
864円（テキスト代）
７月23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

広報ひがしおうみ
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