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東近江市駅伝競走大会  参加者

12月２日㈰８:30から
布引グリーンスタジアム発着

種　目 距離
第１部 市民地区対抗

17.1km/５区間

第２部 一般

第３部 一般女子

第４部 中学生男子

第５部 中学生女子

第６部 スポーツ少年団 9.6km/ ５区間

原則として市内在住、在学または市
内のスポーツ少年団に在籍する小学生
以上の９人（監督１人、選手５人、補欠
３人）で編成するチーム

第６部のみ50チーム（申込み先着順）
第２、３部は１チーム2,000円

　第１、４～６部は無料
11月12日㈪までに出場申込書（市ホー

ムページからダウンロード可）に必要
事項を記入し、参加費を添えてスポー
ツ課へ提出してください。

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

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者

◆会員交流ライフル競技
12月15日㈯10：30～15：35　
滋賀県立障害者福祉センター（草津市）
11月12日㈪まで

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

　または各支所

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
11月２日㈮、14日㈬10：00～11：30
500 円

❷簡単たのしく動くリズム体操
11月８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

子育て支援事業 参加者

❶未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」　
内容：食育について

開催日 開催場所

12月４日㈫ 能登川保健センター
12月６日㈭ 五個荘あさひ幼児園

12月７日㈮ 保健子育て複合施設ハピネス2階

12月11日㈫ 蒲生コミュニティセンター
12月14日㈮ 湖東子育て支援センター

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場20組程度（申込み先着順）
水筒、タオル、着替え
11月19日㈪から

❷のびのび親子の教室「お母さんといっしょ」
◇保健子育て複合施設ハピネス2階

（湖東・愛東・永源寺地区対象）
11月29日㈭、12月６日㈭、13日㈭、20日㈭

（八日市・蒲生地区対象）
12月5日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬

◇能登川保健センター
（能登川・五個荘地区対象）

11月30日㈮、12月７日㈮、14日㈮、21日㈮
　※各会場いずれも10:00～11:30

平成28年12月～平成29年６月生まれ
の子と母親

各会場10組（申込み先着順）
上記❶❷の申込み・問合せ先

各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
　五個荘　 050-5801-1150

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
11月7日㈬、21日㈬10：00～11：30　

500円
❷簡単！リズム体操

11月15日㈭ 、29日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
11月14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

私たちのまちが介護者に！
『“楽”して介護』　参加者

　　　

　認 知症の人との接し方や少しでも
“ 楽 ” な介助方法など、施設でしている
ことをお伝えします。

11月10日㈯９:30～12:00
南部コミュニティセンター
50人程度(申込み先着順）
沖野原グループホーム　担当：竹中

☎0748-22-7555　 0748-22-7557

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）
※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。

11月21日㈬ 9：40～14：30
　　   22日㈭ 9：40～16:00
※受講時の託児あり（事前申込みが必要）

保健子育て複合施設ハピネス2階
印鑑、筆記用具　 11月16日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
☎ 0748-22-8202　 050-5801-1135

0748-29-3899

消費者セミナー　参加者

◆「身のまわりの電磁波と健康影響について」
　講師：首都大学東京　特任准教授　　　
　相

あいもと

本篤
あ つ こ

子さん
12月11日㈫13:30～15:30
市役所新館３階314会議室
50人（申込み先着順）　 12月4日㈫まで

市民生活相談室　☎ 0748-24-5619　
050-5801-5635　 0748-24-0217

幼児・児童バドミントン体験教室　受講者

　バドミントン競技の魅力を感じてもら
うため、親子での受講者を募集します。

12月１日㈯９:30～11:30
幼児（５歳児）から小学２年生まで
親子ペア 15組（申込み先着順）
１組500円
運動ができる服装、体育館シューズ
11月25日㈰まで

能登川スポーツセンター
☎ 0748-42-5099　 050-5801-5099

0748-42-6111

国民スポーツ大会・全国障害者
スポーツ大会　愛称・スローガン

◆愛称
　親しみやすく呼びやすい、滋賀県ら
しさあふれる言葉で表した、両大会の
名称・呼び名。 「滋賀」 「国スポ・障スポ」
の文字を必ず入れてください。 
◆スローガン
　大会に向けた思いや開催基本方針で目指
す大会を印象づける言葉・キャッチコピー。
※最優秀賞 (各１作品）には賞金５万円、
優秀賞 （各３作品）には賞金１万円を贈呈
します。入賞者が中学生以下の場合は図
書カードになります。

11月12日㈪まで（当日消印有効）
※応募方法など詳しくは、大会専用ホー
ムページをご覧ください。

滋賀県スポーツ局国体・全国障害
者スポーツ大会準備室
☎ 077-528-3321　 077-528-4832
ホームページ　http://www.pref.shiga.
lg.jp/c/sports/2024/aisuro/boshu.html

伊庭内湖ヨシ刈り　ボランティア

　伊庭町地先で冬のヨシ刈りを行います。
12月１日㈯9：00～12：00
11月30日㈮まで

伊庭の里
さとうみ

湖づくり協議会事務局
　（生活環境課内）　☎ 0748-24-5633

050-5801-5633　 0748-24-5692

ライフロング事業講座　受講生

◆男のヨガと健康運動
11月8日㈭、29日㈭14:00～15:30
15人程度（当日受付）　 500円

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

0748-23-6863

布引ダンスフェスティバル　出演チーム

平成31年３月10日㈰９:00～16:00
布引運動公園体育館
３人以上のチーム（県内在住者のみ）

　※ジャンルは問いません。
70チーム（申込み多数の場合は抽選）

　※１人で複数チームに出演は可能
１チーム3,000円　 11月18日㈰17:00必着

布引運動公園体育館
☎ 0748-25-2633　 050-5801-2633

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30分
　年１回限り。
　詳細は受付時に
　確認を。

13日㈫ 13:00～16:00 市役所新館　市民生活相談室
※直通電話で受付（先着６人）11月6日㈫９:00から

20日㈫ 13:00～16:00 愛東支所　1 階会議室３
※直通電話で受付（先着６人）11月13日㈫９:00から

27日㈫ 13:00～16:00 市役所新館　市民生活相談室
※直通電話で受付（先着６人）11月20日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付） 16日㈮ 13:00～16:00

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

行政相談
（当日受付）

※行政相談委員
　による相談

７日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター　３階 302会議室
８日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　１階会議室３
16日㈮ ９:30～12:00 市役所新館　市民生活相談室
20日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
21日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階相談室
27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 21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
愛東支所　ボランティア活動室

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 ９日㈮、29日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※予約が必要）

市民税課　☎ 0748-24-5604（直通）　 050-5801-5604　 0748-24-5577

税 無料相談会
（予約制） 16日㈮ 13：30～16：30 市役所新館　２階212会議室

※電話予約受付（先着６人）11月２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
14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 17日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

カタクリの会 22日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
ほのぼの会 27日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

ほほえみ 随時受付 能登川支所　☎ 0748-42-8700
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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八日市文化協会展

　八日市文化協会の会員、団体による創
作意欲あふれる芸術作品の展示をします。

11月17日㈯13：00～16：00
　　　18日㈰～23日㈷10：00～16：00

八日市文化芸術会館展示室
八日市文化協会事務局（生涯学習課内）　　

☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672　
0748-24-1375

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力、職場で
のいじめやセクシュアル・ハラスメント、
ストーカーなど、女性の人権に関わる
問題について相談に応じます。

「女性の人権ホットライン」☎ 0570-070-810
11月12日㈪～18日㈰８:30～19:00

　（土曜日、日曜日は10:00～17:00）
※IP電話はつながりにくい場合がありま
す。その場合は下記の問合せ先に相談
してください。　

大津地方法務局人権擁護課
☎ 077-522-4673

体育施設の早期予約申請 　　

　平成31年度から市内の体育施設を利
用して大会などの開催を計画している
団体から、年間利用予約の受付を行い
ます。希望する団体は、所定の体育施
設利用計画書を提出してください。
※利用計画書様式および詳細は、市
ホームページ （体育施設の予約につい
て）に掲載しています。

11月８日㈭～30日㈮
※提出先
　屋内施設：布引運動公園体育館
　屋外施設：布引グリーンスタジアム

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

市民ギャラリー

◆油彩友の会
◆パペーメルトリー粘土教室

11月13日㈫～22日㈭
◆彩クラブ

11月27日㈫～12月７日㈮
◆陶芸と水彩の二人展（中村三郎さん、
　谷口隆雄さん）

11月27日㈫～12月21日㈮
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672　
050-5801-5672　 0748-24-1375

手話公開講座

◆テーマ「聴覚障害者の生活」
　当事者から、子育てや職場、病院な
どでの体験談を聞きます。

12月12日㈬19:00～21:00
市役所新館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)
※要約筆記が必要な場合は、12月４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

福祉用具セミナー・展示体験会

　新しい介護のかたちとして期待される
介護ロボットについての展示体験会です。

11月22日㈭11:30～14:00
滋賀県立長寿社会福祉センター（草津市）
滋賀県社会福祉協議会　福祉用具

　センター　☎ 077-567-3907　

11 月の休日歯科診療

３日㈷
おがわ東歯科（佐野町）
☎ 0748-42-8191

23日㈷
クラウド歯科（近江八幡市中村町）
☎ 0748-33-1100

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

11月は仕事と生活の調和推進月間

　仕事、家庭、地域生活などを自らの
希望するバランスで展開できるようライ
フスタイルや職場環境を見直し、ワーク・
ライフ・バランスの実現を目指しましょう。

人権・男女共同参画課
☎0748-24-5620　 050-5801-5620

0748-24-0217

東近江市子ども芸術展

　市内認定こども園、保育園、幼稚園、
小・中学校と県立八日市養護学校に在
籍する子どもたちの作品（絵画・工作・
粘土・書写など）約1,600点を展示します。

11月７日㈬～９日㈮９:00～19:00
　　　10日㈯、11日㈰９:00～18:00
　　　13日㈫　　     ９:00～12:00
※12日㈪は休館

八日市文化芸術会館展示室
学校教育課　☎ 0748-24-5671
050-5801-5671　 0748-24-5694

■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。　　
　また、広報紙への感想も募集してい
ます。市ホームページのフォームから投
稿してください。

■本市の人口（平成30年10月１日）
　人口：114,482人（+40）
　男性：56,982人（＋32）
　女性：57,500人（＋８）
　世帯数：43,912世帯（＋77）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　秋も深まり、紅葉も見ごろを迎えま
す。東近江市には、鈴鹿山脈から琵琶
湖まで続く豊かな自然があり、寺社仏
閣をはじめ有形無形の歴史的な資源や
文化に恵まれ、近江牛や近江米などに
代表される農産物や日本酒などのおい
しいものもたくさんあります。ぜひ市内
で紅葉狩りをして、市内で秋の味覚を
味わいましょう。（か）

平成30年11月１日発行
（通巻166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

◆暴力団の違法な活動に関する情報の
積極的な通報　

「暴力団追放三ない＋１（プラスワン）」
・暴力団を「利用しない」
・暴力団を「恐れない」
・暴力団に「金を出さない」
・暴力団と「交際しない」
　警察では暴力団の壊滅に向けた取り
締りを進めています。暴力団に関する情
報や相談などは、ささいなことでも最寄
りの警察署、交番などにお寄せください。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

「環境美化の日」の美化活動

　環境美化の日を基準として、県下一
斉清掃活動を実施します。

11月25日㈰ 9：30～11：30（荒天中止）
阿弥陀堂町地先（葉枝見橋北詰）

　愛知川河川敷駐車場集合
実施場所：愛知川左岸道路（能登川地区）
※実施の有無はテレフォンサービスにて
当日午前８時以降に問い合わせてくだ
さい。（☎ 0748-24-1241、1242）

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

18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。
◆ 11月の対象外施設
永源寺温泉「八風の湯」、クレフィール
湖東「至福の湯」、湖東プール

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

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

11月
３日㈷、4日㈰、10日㈯、11日㈰、
17日㈯、18日㈰、23日㈷、24日㈯、
25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 

11 月は児童虐待防止推進月間です

　児童虐待を見たり聞いたり、「これっ
て虐待？」と思ったときは一人で悩まず
相談してください。
児童相談所全国共通ダイヤル
　☎ 189（いちはやく）　24 時間対応
虐待ホットライン（滋賀県）
　☎ 077-562-8996　24 時間対応
ぎゃくたいほっとライン（東近江市）
　☎ 0748-24-5687
    ※受付は平日8:30 ～17:15
  　( 夜間休日、年末年始の相談は
　　☎ 0748-24-1234）

こども相談支援課　☎ 0748-24-5663
050-5802-3275　  0748-23-7501

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。

11月９日㈮9:30～11:30
愛東支所会議室２

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641
050-5801-564　  0748-24-5693
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11月12日㈪～25日㈰は

■「グッドパートナーセミナー」
　男女が対等なパートナーとして楽
しく過ごすため、デートDVの理解を
深めます。

11月28日㈬16:20～17：50
びわこ学院大学（布施町）
人権・男女共同参画課

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

11月25日㈰は
「女性に対する暴力撤廃国際日」です

「女性に対する暴力を
  なくす運動」実施期間です
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