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＊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。

道路の除雪作業

　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。
※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。
※降雪時間、積雪状況により除雪が遅
れる場合や、深夜や早朝に作業する場
合があります。また、やむを得ず雪が
玄関の出入口に寄せられる場合があり
ますが、各家庭で除雪してください。
※交通事故や道路障害の原因となるの
で敷地内の雪を車道や歩道に出さない
でください。

道路課　☎0748-24-5650
050-5801-5650　 0748-24-5578

本人通知制度   

　住民票の写しなどの証明書を本人の
代理人や第三者に交付した場合に、本
人に対してその事実を通知する制度で
す。登録は、随時受け付けています。
◆登録できる人
　本市に住民登録または本籍がある人
◆通知対象となる証明書
①住民票の写し、②住民票記載事項証
明書、③戸籍の附票の写し、④戸籍謄
抄本（除籍などを含む。）
◆通知の内容
　証明書の交付年月日、交付した証明
書の種別・件数、交付請求者の種別（交
付請求者の氏名などは通知できませ
ん。）

市民課　☎0748-24-5630
050-5801-5630　 0748-23-6600

東近江市社会福祉大会
＆見守りフォーラム

　地域の中で気になる人や暮らしの困
りごとに気付いた人が「ほっとけへん！
なんとかしたい」と気にかけ合える “ お
せっかい ” な地域づくりを目指して開催
します。詳しくは、東近江市社会福祉
協議会のホームページをご覧ください。

12月16日㈰9:30～15:30
蒲生コミュニティセンター
東近江市社会福祉協議会地域福祉課

☎0748-20-0555　 050-5801-1125　
0748-20-0535

指定避難所の変更

　公共施設の新設・閉鎖に伴い、指定避
難所を変更しました。市内の指定避難所
は、市ホームページで確認してください。
◆追加　保健子育て複合施設ハピネス

（東中野町４番５号）
◆廃止　八日市保健センター、湖東保健
センター

防災危機管理課　☎0748-24-5617
050-5801-5617　 0748-24-0752

スポーツ振興くじ助成

　独立行政法人日本スポーツ振興セン
ターのスポーツ振興くじ助成金を受け、布
引グリーンスタジアムに移動式フェンス
を配備しました。ソフトボール男子ルール 

（両翼76.2 ｍ）のコート１面分です。

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

北ミシガン大学姉妹都市 奨学生

　姉妹都市のアメリカ・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31年８月～平成32年５月

１人　 12月26日㈬まで
◆一次試験：筆記（英語）、英会話
　試験日：１月19日㈯
※応募資格や受験料など、詳しくは問
い合わせてください。

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

ライフロング事業講座 受講生

◆クリスマスコンサート2018
～ウクレレ、ジャンベ、サンボーニャ、
大道芸、タップダンス、キッズダンス、
ハンドベル～

12月16日㈰13:30～16:00
八日市文化芸術会館　展示室

八日市文化芸術会館　☎0748-23-6862　
050-5801-6862　 0748-23-6863

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月にかけて開催するフィッ
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　
12月13日㈭から。受講料を添えて申し

込んでください。（先着順、電話受付不可）　
※子ども連れの受講は不可

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

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７日㈮、12日㈬10：00～11：30　
500円

❷簡単たのしく動くリズム体操
12月13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

国際交流事業 参加者

❶第６回東近江・小中高生英語スピー
チコンテスト　観覧者募集

12月８日㈯13：00～15：00 （受付は12:30から）
太子ホール（八日市町）

❷国際交流イベント
～たこ焼きづくり教室～

12月18日㈫10：00～12：00
東近江国際交流協会（八日市緑町）
国際交流や日本語指導に関心のある

日本人と日本文化に関心がある外国人　
25人（申込み先着順）

12月14日㈮まで
200円 （東近江国際交流協会員または

八日市日本語教室ボランティアは無料）
❶❷共通　

東近江国際交流協会
050-5802-9606　メール hifa@e-omi.ne.jp

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」

　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）
◇東近江市子育て支援センター（保健
子育て複合施設ハピネス２階）

（八日市、蒲生地区対象）
１月９日㈬、16日㈬、23日㈬、30日㈬　

（湖東、愛東、永源寺地区対象）
１月10日㈭、17日㈭、24日㈭、31日㈭

◇能登川保健センター
１月11日㈮、18日㈮、25日㈮、２月１日㈮

※いずれも10:00～11:30
平成30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10日㈪から

各子育て支援センター
　八日市　☎ 0748-22-8201
　能登川　☎0748-42-8510

障害者理解を深めるための研修会
参加者

講演：災害による障害者の孤立を防ぐた
めにできること～人と地域のつながり～
講師：熊本学園大学教授　東俊裕さん

１月19日㈯13：30～15：30 
　（受付は13:00から）

県立男女共同参画センター大ホール
（近江八幡市鷹飼町）

200人（申込み先着順）　
１月14日㈷まで

滋賀県障害者社会参加推進センター
（事務局：滋賀県身体障害者福祉協会）

☎077-565-4832　 077-564-7641

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５日㈬、19日㈬10：00～11：30
500円

❷簡単！リズム体操
12月６日㈭、20日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
12月12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

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。
　詳細は確認し
　てください。

11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）12月4日㈫９:00から

18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）12月11日㈫９:00から

25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）12月18日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

14日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　市民生活相談室
※司法書士による無料相談（先着６人）

登記・測量相談
（当日受付）

21日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　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

（当日受付）

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
６日㈭ ９:00～12:00 愛東支所 １階会議室３
12日㈬ ９:30～12:00 能登川コミュニティセンター２階多目的室１
14日㈮ 9:30～12:00 市役所新館 市民生活相談室

18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 ５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 14日㈮、20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） 21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）12月7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 11日㈫、25日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

じゃがいもの会 12日㈬ 9:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

男性介護者の会 12日㈬ 10:00～12:00 小田苅家（小田苅町）
　※上記以外の水曜日は、電話相談を受付 （☎ 090-3288-6580）

ほっとミルク
19日㈬

13:00～15:00 能登川コミュニティセンター
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
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 永源寺コミュニティセンター
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）

行政書士相談
（予約制） 12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
行政書士会（福島） 

☎ 090-3676-4561　 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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年末年始の歯科診療

12月
24日㉁

高田歯科医院 （近江八幡市江頭町）
☎ 0748-32-8846

12月
29日㈯

堀歯科医院（日野町松尾）
☎ 0748-53-3520

12月
30日㈰

コウ歯科クリニック（竜王町小口）
☎ 0748-26-5588

12月
31日㈪

門坂歯科医院（日野町大窪）
☎ 0748-53-0118

１月
１日㈷

村上歯科クリニック（八日市東浜町）
☎ 0748-43-2330

１月
２日㈬

井田歯科診療所（八日市金屋１丁目）
☎ 0748-23-4588

１月
３日㈭

鎌田歯科医院 （近江八幡市中小森町）
☎ 0748-34-8063

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

水道管の凍結に注意してください

　夜間の厳しい冷え込みによって水道管
が凍結し、破裂する恐れがあります。水道
管が露出している部分や屋外で直接寒気
にふれる場所は注意してください。

水道課（八日市、永源寺、五個荘、能登
川、蒲生地区）　☎0748-22-2062　

050-5801-2062　 0748-22-6962
　愛知郡水道事務所（愛東、湖東地区）
☎0749-46-0168　 050-5801-0900

0749-46-8020

県民手帳 発売中

　最新の滋賀県の様子が分かる統計資
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32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

　（市役所本館１階）　
１冊600円 
企画課　☎0748-24-5610
050-5801-5610　 0748-24-1457

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問い合わせ
てください。
◆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
詳しくは問い合わせてください。

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

市民ギャラリー

くらしの水彩画（谷口隆雄さん）
12月11日㈫～21日㈮

墨想の会書道展
12月26日㈬～１月11日㈮

パンフラワー（辻奈佳さん）
12月26日㈬～１月25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

12月４日㈫～10日㈪は
「第70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　未来へつ
なげよう　違いを認め合う心～」
　人権とは、全ての人々が生まれながら
にして持っている権利です。私たち一人
一人が、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。もう一度、身近なところ
から人権を考えてみましょう。

人権・男女共同参画課　☎0748-24-5620　
050-5801-5620　 0748-24-0217

東近江市芸術文化祭イベント

◆映画「オケ老人！」
12月15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、永源寺、五
個荘、愛東、湖東、能登川、蒲生地区
の各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

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。
◆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

集団健 （検）診の日程追加

◆追加項目
健康診査、肺がん検診、胃がん検診、大腸
がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診

12月９日㈰、10日㈪９：00～11:00
東近江保健センター（保健子育て複

合施設ハピネス１階）
平成30年度健 （検）診未受診者
東近江保健センター　☎0748-23-5050
050-5801-5050　 0748-23-5095

第13回東近江市文化団体連合会文化展

12月４日㈫～９日㈰10:00～16:00
（初日は13:00 から、最終日は15:00 まで）

八日市文化芸術会館　展示室
東近江市文化団体連合会事務局

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

■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
　　　 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。
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11 月１日）
　人口：114,394人（－88）
　男性：56,932人（－50）
　女性：57,462人（－38）
　世帯数：43,913世帯（＋1）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　今回障害ある人をサポートされてい
るボランティア団体を取材し、話を伺
いました。皆さん前向きに楽しんで活
動されているのがとても印象的で、そ
の明るい表情に私も元気をもらいまし
た。今年も多くの方に取材などご協力
いただきありがとうございました。来年
もより親しみやすい紙面となるよう取り
組んでいきます。（Ｍ）

平成30年12月１日発行
（通巻167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　
　市民の皆さんが気持ちよく新年を迎
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。
　犯罪のない安心安全な滋賀県を目指
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地域であいさつなど「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

12月１日㈯～31日㈪は
「年末の交通安全県民運動」

◆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
中の交通事故防止
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
⑤横断歩道利用者の安全確保

交通政策課　☎0748-24-5658
050-5801-5658　  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
シートを用いたりして認知症に備えます。
※事前予約が必要です。（一人30分程度）

12月14日㈮9:30～11:30
市役所本館１階（福祉総合支援課）

福祉総合支援課　☎0748-24-5641
050-5801-5641　  0748-24-5693

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
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
15日㈯、16日㈰、22日㈯、23日㈷、
24日㉁、29日㈯、30日㈰、31日㈪

１月
１日㈷、２日㈬、３日㈭、５日㈯、
６日㈰、12日㈯、13日㈰、14日㈷、
19日㈯、20日㈰、26日㈯、27日㈰

　年末のし尿収集は混み合います。年内
のくみ取りは、12月10日㈪までに申し込
んでください。
　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いませんの
で、日ごろ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14日㈮までにお願いします。

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

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
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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。
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