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スクエアステップボランティアリーダー
養成講習会　受講者

　運動支援ボランティアリーダーの養成
講習会です。スポーツ医学を専門とする
大学教員が開発した、高齢者の健康・
体力づくり、認知症予防のための楽しい
運動「スクエアステップ」を実践します。

10月30日㈫、11月27日㈫10:00～15:00、
　11月20日㈫13:30～15:00
　（全３日10時間の講習会）

ウェルネス八日市ほか
地域の高齢者サロンなどで健康づくり

　活動を行いたい人
30人（申込み先着順）
2,000円（資格認定料）
９月３日㈪9：00から

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

いきもの調査隊（魚類・昆虫）参加者

　専門家と一緒に地域の生物多様性に
ついて調べます。魚類・昆虫の班に分
かれて市内２カ所で調査します。

10月８日㈷9:00～16:00
愛東支所
中学生以上

※小学生以下は保護者同伴　
各班10人（申込み先着順）
１00円（保険料）
９月３日㈪～28日㈮

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

てんびんの里ふれあい広場2018
五個荘フリーマーケット　出店者

10月27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）
９月３日㈪から

※出店料を添えて申し込んでください。
※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：骨盤底筋エクササイズ、リ
フレッシュヨガ、メンズヨガ、ＺＵＭＢＡ

（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、
パワーバランスヨガ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13日㈭から（申込み先着順）

※内容により受講料が異なります。詳し
くは問い合わせてください。
※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

湖東路ウォーク　参加者

　湖東エリア約７km のコースを歩きます。
※小学生以下は保護者同伴

９月９日㈰8:45～11:00（受付8:30から）
西堀榮三郎記念探検の殿堂　集合
帽子、水筒、汗拭きタオル
９月６日㈭まで

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

ライフロング事業講座　受講生

◆男のヨガと健康運動
９月13日㈭、27日㈭14:00～15:30
20人（当日受付）　 500円

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

0748-23-6863
※ライフロング後期　約40講座募集
  ９月20日㈭9：00～各会場で受付開始！

滋賀県障害者スポーツ大会　参加者

◆卓球
11月４日㈰9：00～16：30
草津市立総合体育館（草津市）
９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

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12日㈬、19日㈬10：00～11：30　
500円

❷簡単！リズム体操
９月６日㈭ 、20日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
９月26日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者　 300円

❶❷❸共通
あかね文化ホール　

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

あなたと家族のための終活講座　受講生

　安心して老後を過ごすために準備し
ておくことなど、5 回の連続講座でファ
イナンシャルプランナーや医師、司法書
士などが講義します。

第１回　９月12日㈬14:00～15:30
八日市図書館

※2回目以降の内容、日程などは問い合
わせてください。

50人（申込み先着順）
2,000円（5回講座） ９月７日㈮まで

NPO 法人　まちの相談室よりそい
☎ 0748-56-1085　 050-8036-0252

0748-56-1085

ひがしおうみエコフリーマーケット出店者

　10月14日㈰に開催する「第29回ひが
しおうみエコフリーマーケット」の出店
者を募集します。

９月29日㈯ 13:30～14:00
　ショッピングプラザアピア４階研修室　　

（八日市浜野町）で受け付けます。抽選で
出店者を決定します。
※食料品は出品できません。また、販売
を業にされている人は出店できません。
※電話、ファクスでの申込みはできません。
※出店決定時に出店料を徴収します。
※イベント中止時や出店キャンセルの場
合でも出店料は返金できません。

70区画　
１区画500円

廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636
050-5801-5636　 0748-24-5692

東近江市民体育大会　参加者

◆タグラグビー
９月17日㈷9：00から
蒲生東小学校グラウンド
９月10日㈪まで

◆バドミントン
９月23日㈷9：00から
布引運動公園体育館
１人500円　 ９月13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７日㈮、26日㈬10：00～11：30
500 円

❷簡単たのしく動くリズム体操
９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
ウェルネス八日市　☎ 0748-22-8800　

050-5801-1137

第 14 回楽しく泳ごう会　参加者 　

９月30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17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
入して申し込んでください。

布引運動公園プール
☎ 0748-25-0045　 050-5802-2538

平成 30 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28日㈮まで

※試験日など詳しくは問い合わせてください。
自衛隊近江八幡地域事務所

☎ 0748-33-2103　

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年
　１回限り、30分
　まで。相談時間
　は受付順

11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）９月４日㈫９:00から

18日㈫ 13:00～16:00 湖東支所　1 階相談室
※電話予約受付（先着６人）９月11日㈫９:00から

25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）９月18日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付） 21日㈮ 13:00～16:00

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

行政相談
※行政相談委員
　による相談

５日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター　３階 302会議室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　１階会議室３
18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
19日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階相談室
21日㈮ ９:30～12:00 市役所　本庁舎新館　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　本庁舎新館　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 19日㈬

９:00～12:00
永源寺支所 １階相談室
五個荘支所 １階相談室

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）

愛東支所　ボランティア活動室

男女共同参画
やすらぎ相談 14日㈮、20日㈭ ９:15～12:30 市役所　本庁舎（※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㈫、25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）
ちょっと、いっぷくの会

19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 能登川コミュニティセンター
コスモスの会 20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 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

商工労政 課　☎ 0748-24-5565（直通） 050-5802-9540　 0748-23-8292

無料就労相談 毎週火曜日 ９：30、10：40
13：30、14：40

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

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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ベビーといっしょにコンサート

　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。

９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

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。

９月30日㈰13:30～16:00
五個荘コミュニティセンター
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

市民ギャラリー

◆木工と立体書画（西田勝さん）
９月４日㈫～14日㈮

◆永源寺地区郷土史会展
９月19日㈬～10 月12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

９月の休日歯科診療

17日㈷
にしざわ歯科医院 （春日町）
☎ 0748-25-2438

24日㉁
磯部歯科医院（近江八幡市鷹飼町）
☎ 0748-37-7272

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

手話公開講座

■テーマ「手話の基礎知識」　
　身振りと手話の違い、日本の手話の歴
史、手話の特徴などについて学習します。

10月10日㈬19:00～21:00
市役所本庁舎新館３階314会議室
東近江市、日野町、竜王町に在住、在

勤、在学の15歳以上の人(中学生を除く)
※筆記通訳が必要な場合は、10月２日
㈫までに連絡してください。

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

住宅・土地統計調査にご協力を 　　

　10月１日を基準に全国で住宅・土地
統計調査を実施します。この調査は、
住生活に関するさまざまな施策のため
の基礎資料を得ることを目的に、全国
約370万世帯を対象とした大規模な調
査です。調査期間中、統計調査員が調
査書類を配布します。調査への回答は、
インターネットまたは用紙での回答とな
ります。

企画課　☎ 0748-24-5610　
050-5802-9750　 0748-24-1457

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：東近江総合医療センター　皮膚・
排泄ケア認定看護師　続

つづむね

宗敬
け い こ

子さん
■個別相談会

９月22日㈯13:30～15:30
能登川コミュニティセンター　会議室
オストメイト（病気などにより人工

膀
ぼうこう

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

国道８号彦根～東近江間の
道路計画に関するアンケート調査

　渋滞が慢性化している国道 8 号彦根
～東近江区間の道路計画の検討を進め
るため、地域の皆さんや企業を対象に
アンケート調査を行います。
　調査書類は、無作為抽出した住民や
事務所に郵送します。また、対象者以
外の人もインターネット（「滋賀国道事
務所」で検索）で回答できるほか、市
役所や各支所、道の駅に設置している
調査書類でも回答できます。
◆実施主体：国土交通省 近畿地方整備局 　
滋賀国道事務所　調査協力：滋賀県、
東近江市ほか沿線市町

アンケート調査サポートセンター　
☎ 0120-138-050（受付時間9：00 ～ 18：00）

滋賀県交通安全スローガン募集

　滋賀県の交通安全キャンペーンなど
に使用する、「滋賀県交通安全スローガ
ン」を募集します。
◆交通安全部門
　県民みんなで交通安全をすすめる雰
囲気があふれる、滋賀県らしい特徴の
あるもの
◆自転車条例部門
　「滋賀県自転車の安全で適正な利用
の促進に関する条例」の内容を広く訴
えるもの

県内に在住または在勤在学の人
応募作品と郵便番号、住所、氏名、

年齢、電話番号（学生の場合は、学校名、
学年）を記載し、郵送またはファクス、
メールで応募してください。

10月31日㈬まで
滋賀県交通対策協議会事務局

（県庁交通戦略課内）
〒 520-8577　大津市京町四丁目１番１号
☎ 077-528-3682　 077-528-4837
メール　hc0001@pref.shiga.lg.jp

■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。
市内の公共施設に設置しているほか、
市ホームページでも閲覧できます。　　
　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８月１日）
　人口：114,515人（－60）
　男性：56,967人（－46）
　女性：57,548人（－14）
　世帯数：43,833世帯（－9）
　※（　）内は前月比

■編集後記
    取材でやまの子キャンプにお邪魔し
ました。川の中で楽しそうにイワナを追
いかける子どもたちの姿を見ているとこ
ちらまで楽しく、暑さを忘れられるよう
でした。「自分でできる」を増やすさま
ざまな体験ができるやまの子キャンプ。
小中学生はもちろん、高校生以上の人
もリーダーとして参加してみませんか。

（す）

平成30年９月１日発行
（通巻164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

◆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。
◆騙されないための対策
・日ごろから特殊詐欺に関する情報を
防犯メールなどで確認し家族や近所の
人と情報を共有しましょう。

・電話やメール、はがきなどで身におぼ
えのない請求があったときは、決して慌
てず、必ず警察や家族に相談しましょう。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

東近江市空家総合相談会

　空家や空店舗に関するさまざまな相
談ができます。

９月７日㈮
　空家・空店舗所有者の部 10：00～12：00
　活用希望者の部 13：00～15：00

市役所本庁舎新館３階315会議室
住宅課　☎ 0748-24-5669
050-5801-5691　  0748-24-5578

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
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
15日㈯、16日㈰、17日㈷、22日㈯、
23日㈷、24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）
で手続きをしてください。

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

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た
りします。
※事前予約が必要です。

９月14日㈮9:30～11:30
蒲生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

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。
■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

介護・福祉就職フェア in しが

◆「ふく・楽 CAFE ～ふくしの仕事と楽
しく生きる～」
　県内で、介護や福祉の職場へ就職や
転職を考えている人のための就職フェ
アです。社会福祉施設・事業所とのマッ
チングの機会として開催します。
①彦根会場

９月６日㈭13：00～17：00
ペルテフォーリア

　（彦根市駅東町18-21）
②草津会場

９月30日㈰13：00～17：00
草津市立まちづくりセンター

　（草津市西大路町9-6）
社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会　　

　滋賀県介護・福祉人材センター
☎ 077-567-3925
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税に関する無料相談

　税理士が各種税や申告の相談に応じます。
９月21日㈮13:30～16:30（１人30分以内）
市役所本庁舎新館2階212会議室
６人（申込み先着順）
電話予約受付９月７日㈮8：30から

市民税課　☎ 0748-24-5604
050-5801-5604　 0748-24-5577　
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