≪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。

やわらぎの郷フェスティバル 2019
大道芸や楽器演奏等のステージ、飲食
屋台、体験コーナーなど、地域の有志が中
心となってフェスティバルを開催します。
５月19日㈰10:00～15:00（荒天中止）

市民ふれあいスポーツ day!
in 布引運動公園
■芝生ふれあい day♪

親と子のよい歯のコンクール参加者
口腔衛生に対する関心を高め、健康

■未就園児事業「親子であ・そ・ぼ♪」

づくりに寄与するため、歯や歯ぐきの健

内容：ふれあい遊びや、季節の歌遊びな

康状態を審査し、その結果を表彰します。

会場：布引グリーンスタジアム
布引グリーンスタジアムの天然芝エリ

コース

アを無料開放します。この日限り、芝

東近江保健センター

能登川地区まちづくり協議会

生の上で昼食を食べられます。

市内在住で、平成30年4月1日から平

050-5802-2793

■スポーツ健康 day♪

を受けたむし歯のない幼児とその親

基礎体力測定や屋内スポーツ・ヨガ教
室などの各種体験ができます。
（先着順）

育児の支援が必要な人（依頼会員）に

布引グリーンスタジアム
☎ 0748-20-1230

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。
４日㈫ 9：40～16:00
保健子育て複合施設ハピネス２階
印鑑、筆記用具

５月24日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
☎ 0748-22-8202

050-5801-1135

あかね文化ホール 受講生
５月７日㈫、
21日㈫10：00～11：30

５月23日㈭、
30日㈭10：00～11：30
500円
■親子で楽しくリトミック
５月22日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者
050-5801-0207

てんびんの里ふれあいウォーク参加者
近江商人屋敷などに立ち寄りながら
９km または6.5km のコースを歩きます。

500円

0748-55-3898

ライフロング事業講座 受講生
■男のヨガと健康運動

５月19日㈰８：30から（雨天決行）

５月16日㈭、30日㈭ 14:00～15:30

五個荘中央公園スタート・ゴール

500円

500円（小学生未満は無料）
５月10日㈮まで（当日受付も可能）
五個荘コミュニティセンター
☎ 0748-48-2737

050-5801-2737

■たのしい歌の講座
５月19日㈰14:00～15:30

500円

ほかにもさまざまな講座を先着順で受付中！
八日市文化芸術会館
☎0748-23-6862

0748-48-6454

050-5801-6862

0748-23-6863

女性のための創業塾２０１９受講生
創業に興味がある女性、近々独立開業
を考えている女性のための創業塾です。
６月23日、
30日、７月７日、
14日、
21日、
28日のいずれも日曜日10：00～16：00
※受講時の託児あり（別途託児料必要）

050-5801-5050

0748-23-5095

2019 人権のまちづくり講座受講生
人権が尊重される住みよいまちづく
りの実現のために「人権のまちづくり講

■有酸素運動とヨガで健康に

あかね文化ホール ☎ 0748-55-0207

0748-29-3899

「識字教室から考える戦
後滋賀県の人権問題」
第１回
講師：田中延和さん
６月８日㈯
（のばら識字教室講師）
10：00～11：30
てんびんの里
文化学習センター

「DV は、なぜおきる？～予
第4回
防教育は、小学校から～」
６月29日㈯ 講師：小川真知子さん
10：00～11：30 （NPO 法人シーン理事長）
市役所新館３階会議室

市内在住・在学・在勤の人
生涯学習課

９月21日㈯～28日㈯
市内に住民登録がある中学生

050-5801-5672

ウェルネス講座 受講生
簡単楽しく動くリズム体操
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◎記号説明

500円

ウェルネス八日市
☎ 0748-22-8800

相談項目

相談日

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。

６月５日㈬、12日㈬、19日㈬、26日㈬

５月７日㈫～31日㈮

13:00～16:00

能登川コミュニティセンター 2階学習室5
※直通電話で受付（先着6人）5月14日㈫９:00から

28日㈫

13:00～16:00

市役所新館 １階市民生活相談課
※直通電話で受付（先着6人）5月21日㈫９:00から

開催場所の子育て支援センター
☎ 0748-22-8201

能登川

☎ 0748-42-8510

８日㈬

９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

15日㈬

９:30～12:00 市役所新館

１階市民生活相談課

21日㈫

9:30～12:00 五個荘支所

１階相談室

28日㈫

9:00～12:00 蒲生支所

■バレーボール
６月２日㈰

蒲生体育館

市内在住者で編成した男女別９人制
（高校生以下は除く。）
５月21日㈫まで
東近江市バレーボール協会（奥村）
0748-23-2376

９:00～12:00
市役所新館
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（市民生活相談課内）
13:00～16:00 ・相談専用電話 ☎ 0748-24-5659

人権・男女共同参画課

0748-24-5694
＝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

☎ 0748-24-5620（直通）

８日㈬
15日㈬

特設人権相談

６月３日㈪

９:00～12:00

１階市民生活相談課

050-5801-5620

0748-24-0217

市役所本館

２階204会議室

13:00～16:00 市役所新館

２階212会議室

13:00～16:00

９:00～12:00 市役所新館

１階111会議室

13:00～16:00 市役所新館

２階212会議室

男女共同参画
９日㈭、23日㈭ ９:15～12:30 市役所内会議室（※予約が必要）
やすらぎ相談
☎ 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
じゃがいもの会

８日㈬

ミモリの会

男性介護者の会

9:30～11:30 五個荘コミュニティセンター
10:00～12:00 八日市図書館２階研修室

14日㈫、28日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
15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）
15日㈬

20:00～22:00 愛東コミュニティセンター

コスモスの会

16日㈭

10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

カタクリの会

23日㈭

10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター

ちょっと、いっぷくの会

電話相談 随時受付

ほほえみ

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

東近江市民体育大会

☎ 0748-24-5565（直通）
050-5802-9540
0748-23-8292
9:30、
10:40 市役所内会議室（１相談日４人まで）
無料就労相談
毎週火曜日
13:30、
14:40 ※相談希望日前日までに電話で申込み

■陸上
６月２日㈰

布引グリーンスタジアム

５月17日㈮まで

子どもに
関する相談

■柔道
６月９日㈰

布引運動公園体育館

５月20日㈪まで
050-5801-1137

２階202会議室

月～金曜日

ほのぼの会

滋賀県民体育大会
東近江市予選会参加チーム

13:00～16:00 市役所新館 １階市民生活相談課
（12:50～受付） ※司法書士による無料相談（先着６人）

17日㈮

福祉総合支援課

八日市

相談場所

一般相談

平成29年６月～平成29年12月生まれ
各会場15組（申込み先着順）

相談時間

0748-24-0217

21日㈫

行政相談

※各会場いずれも10:00～11:30
の子と母親

☎ 0748-24-5616（直通）

050-5801-5616

14日㈫

登記・相続相談
（当日受付）
※行政相談委員
による相談
（当日受付）

市民生活相談課

市役所新館 １階市民生活相談課
13:00～16:00
※直通電話で受付（先着６人）5月7日㈫９:00から

◇能登川子育て支援センター

0748-24-1375

５月31日㈮まで
050-5801-5671

子育て複合施設ハピネス２階）

☎ 0748-24-5672

30人

☎ 0748-24-5671

◇東近江市子育て支援センター（保健

☎

40人（当日受付）

学校教育課

関わり方を学び合います。

100人

各講座の前日まで

姉妹都市（カナダテーバー町）への
友好親善使節団員

緒に、自己主張する時期の子どもとの

「児童虐待から見る子ども
の人権」
第３回
講師：杉森正さん（こども
６月22日㈯
相談支援課 スーパーバイザー）
10：00～11：30
てんびんの里
文化学習センター

５月９日㈭10：00～11：30

17

５月13日㈪から
■のびのび親子の教室「お母さんといっしょ」

「外国籍住民への支援活
第２回
動から」
６月15日㈯ 講師：喜久川修さん（ships
10：00～11：30 多文化共生支援センター所長）
蒲生コミュニティセンター

10人

東近江市商工会 ☎ 0749-45-5077

各コース20組（申込み先着順）

今月の相談

６月６日㈭、13日㈭、20日㈭、27日㈭

170,000円程度

６月19日㈬まで（申込み先着順）

６月18日㈫10:00～11:30
６月25日㈫10:00～11:30

子育て複合施設ハピネス２階）

座」を開講します。

旧湖東商工会館
10,800円

１歳
２歳～

お母さん同士や保育士・栄養士と一

■簡単！リズム体操

※受講時の託児あり
（事前申込みが必要）

※最優秀賞の親子は、市の代表として県

0748-22-3810

500円

６月３日㈪ 9：40～14：30

６月11日㈫10:00～11:30

東近江市子育て支援センター（保健

東近江保健センター ☎ 0748-23-5050

050-5802-8801

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

５月17日㈮まで
のコンクールへ出場していただきます。

５月５日㈷ 10:00～15:00

開催日時

０歳

成31年3月31日までに３歳６カ月児健診

会場：布引運動公園体育館

ファミリー・サポート・センター会員

ど親子で楽しめる内容がいっぱいです。

６月13日㈭14:30～16:00

東近江市やわらぎの郷公園
（南須田町）
0748-42-1556

子育て支援事業 参加者

スポーツ課
050-5801-5674

☎ 0748-24-5674

月～金曜日

８:30～17:15

夜間

21:00～９:00

休日

終日

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

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。

0748-24-5571

＊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。
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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
東近江警察署からのお知らせ
５月11日㈯から20日㈪まで「春の全

令和元年５月１日発行
（通巻172号）

６月１日は「人権擁護委員の日」
人権擁護委員（下表、敬称略）は、
法務大臣から委嘱され、人権 相談な
どの 活 動 をして いま す。 また、 人権
擁 護 委 員の日に合わ せ、 ６月３日 ㈪

050-5801-1234

■編集後記
特 集の取材で、安原兄弟と科 学探
検隊ココロボを取材しました。どちら
も周囲が温かく見守り、本人の自主性、
創造性を大切にしながら、のびのびと
取り組まれているように感じました。
今回取り上げた２組以外にもさまざ
まな分野で活躍する若者は沢山います。
令和という新しい時代を拓く若者の活
躍に期待します。
（ゆ）
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シートを用いたりして認知症に備えます。

まるマルシェを開催します。

※事前予約が必要です。
（一人30分程度）

５月11日㈯10:30～15:00

５月16日㈭9:30～11:30

☎ 0748-23-0107

本町商店街（八日市本町）

五個荘コミュニティセンター研修室 1・2

氏

名

住

所

◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

山田

幸平

中小路町

広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）
に確認してください。

・自転車の安全利用の促進

日永

清惠

大森町

・全ての座席のシートベルトとチャイル

加川

泰正

八日市町

生活環境課

ドシートの正しい着用の徹底

谷

市辺町

050-5801-5633

・飲酒運転の根絶

西村

惠子

今堀町

・横断歩道利用者ファースト運動の推進

森川

弘三

沖野一丁目

山川

平兵衛

山上町

壁田

文

山上町

奥井

和義

藤野

☎ 0748-24-0110

５月の休日歯科診療
1日㈷
２日㉁
３日㈷
４日㈷

富永歯科医院（近江八幡市千僧供町）
☎ 0748-37-7002
あかい歯科医院（近江八幡市池田本町）
☎ 0748-32-2223

明美

業のうち、店舗の改修などに係る部分に

歳未満児

ついて工事費用の一部を助成します。

※認可外保育施設などに通う園児につ

山本

清

百済寺本町

入館料無料などの優待が受けられます。

■助成内容

いても、就労などの理由により保育が

松岡

和幸

平尾町

詳しくは「広報ひがしおうみ４月号」を

工事費用の 2 分の 1（上限50万円 )

必要と認められた場合は無償（無償と

村山

すず子

園町

参照してください。

※ 50万円以上の工事に限ります。

なる保育料には上限があります。
）

大林

惠美子

小田苅町

※審査により補助の可否を決定します。

※保育料は無償ですが、３歳以上児の

※交付決定後に工事着手してください。

給食費（主食費・副食費）は実費徴収

輪田歯科医院（日野町松尾）
☎ 0748-53-0610

くに子

小川町

雄

池庄町

居𠩤田 ひろみ

新宮町

荻野

川南町

忍

大林 隆三

栗見出在家町

望田

哲

綺田町

森田

初枝

鋳物師町

安田

義徹

蒲生大森町

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

0748-24-0217

滋賀県が提唱する「環境美化の日」
良川周辺の一斉清掃を行います。

市民ギャラリー
くらしの水彩画（谷口隆雄さん）

蒲生支所駐車場集合

短冊絵・色紙絵（冨田彦一さん）

☎ 0748-24-5636

050-5801-5636

0748-24-5692

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

5月13日㈪～6月28日㈮
商工労政課

献血にご協力ください

☎ 0748-24-5565

050-5802-9540

0748-23-8292

となります。ただし、年収360万円未満
相当の世帯などは副食費が免除されま
す。
幼児課

全血（200ml、400ml）
５月９日㈭９:30～12:00、13:00～15:30
17
5

市役所新館
※予約不要です。直接会場にお越しく
ださい。※200ml については予定数に
達した時点で終了します。
健康推進課

３～５歳児と市民税非課税世帯の３

050-5801-5647

国民スポーツ大会・全国スポーツ
大会の愛称・スローガンが決定

0748-24-1052

メディアやインターネットなど情報が

える応募の中から決定しました。

はん濫する中、これらの情報をしっかり

■愛称

と受け取るヒントを学ぶための講演会

「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ」

固定資産税納税通知書の発送

0748-23-7501

メディアリテラシー講演会

2024年に滋賀県で開催する国スポ・
障スポの愛称・スローガンが１万点を超

☎ 0748-24-5646

☎ 0748-24-5647

講師：下村健一さん（ジャーナリスト、

■スローガン
湖国の感動

です。

未来へつなぐ

情報スタビライザー）

固定資産税納税通知書を５月８日付

第79 回国民体育大会・第24 回全国障害者

５月14日㈫～31日㈮

けで発送します。年税額や納付方法を

スポーツ大会滋賀県開催準備委員会（滋賀

五個荘コミュニティセンター２階大会議室

市役所本館１階ロビー

確認してください。

県文化スポーツ部国スポ・障スポ大会課内）

500円

生涯学習課

◎記号説明

生涯学習課

050-5801-5646

６月９日㈰９:00から（荒天中止）
廃棄物対策課

なります。

いカードの裏面に記載している施設で

村川

（５月30日）に合わせ、蒲生地区の佐久

行う経営発達支援計画による支援を受け

10月から認定こども園・保育所・幼
稚園などに通う園児の保育料が無償と

れあいカード」を持参すると、ふれあ

小八木町

ごみゼロ大作戦

小規模事業者が、市内の経済団体が

幼児教育・保育の無償化の実施

五個荘簗瀬町

正道

☎ 0748-20-2801

東近江市小規模事業者既存店舗
リノベーション支援事業補助金

0748-24-5692

0748-24-5693

富佐子

小川

湖東歯科医師会

050-5801-5641

五個荘塚本町

藤居歯科医院（林町）
☎ 0748-42-0240

診療時間 ９:00～16:00

☎ 0748-24-5633

19日㈰は家族ふれあいサンデー

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641

050-5801-0858

て作成した経営計画に基づき取り組む事

西久保

マナベ歯科医院（近江八幡市安土町西老蘇）
６日㉁
☎ 0748-46-6480

（一社）八日市まちづくり公社

18歳以下の子どもを含む家族は「ふ

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

19

おいしい食べ物とおしゃれな商品が集

タッチパネル式の機器を使って、もの

クリーンぬのびき広域事業協同組合

FAX 0748-24-1457
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

■本市の人口（平成31年4月１日）
人口：114,186人（－67）
男性：56,855人（ー 40）
女性：57,331人（－ 27）
世帯数：44,184世帯（＋127）
※（ ）内は前月比

わすれの度合いを判定したり、チェック

本市の中心市街地である近江鉄道八

くは 16ページ を 参 照してくだ さ い。）

050-5801-5611

■広報ひがしおうみ配布のご案内
毎月１日に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。

日市駅周辺のにぎわい創出を目指し、

に特設 人権相談を開設します。
（詳し

東近江警察署

（直通）☎ 0748-24-5611

1日㈷、2日㉁、3日㈷、4日㈷、5
５月 日㈷、6日㉁、11日㈯、12日㈰、18
日㈯、19日㈰、25日㈯、26日㈰

ものわすれ相談室

■運動の重点
と高齢運転者の交通事故防止

（代表）☎ 0748-24-1234

まちなかマルシェ「YO-KA-ICHI MARKET」

国交通安全運動」が実施されます。
・子どもと高齢者の安全な通行の確保

■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

５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）

0748-24-1375

資産税課

有

有

料

料

広

広

告

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

☎ 0748-24-5605、5637

050-5801-5605、5637

☎ 077-528-3321

0748-24-5577

＊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。

077-528-4832

５月25日㈯14:00～16:00

認定ＮＰＯ法人まちづくりネット東近江
☎

0748-56-1277

広報ひがしおうみ
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