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滋賀学園スポーツアカデミー
体験会 受講生
遊びながら体力をつけ、楽しく運動
スキルを学べるプログラムです。
つか

「走る」
「投げる」
「跳ぶ」
「掴む」など
の基礎的な動きを中心とした活動です。
体験会には、元Ｊリーガーの選手も
参加されます。一緒に楽しく運動スキル
を身に付けることができます。
７月22日㈪、８月５日㈪、
８月26日㈪
16:00～17:00

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２日㈫、
23日㈫10：00～11：30
500円
❷簡単！リズム体操

７月10日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者

500円

❶❷❸共通

各30人（申込み先着順）

あかね文化ホール
050-5801-0207

滋賀学園スポーツアカデミー
☎ 0748-23-0858（担当：小島）

子どもたちが、夏休みに地域の人々とふ

0748-23-6145

れあい、楽しく過ごすための事業です。

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

土器をさわったり、勾玉をつくってみよう！
７月24日㈬13:30～15:00

子どもたちを見守り、プールや工作な
どで一緒に遊んでいただける人を募集し
ます。
７月22日㈪～８月23日㈮の間で、土・日・
※１日のみのボランティアも受け付けて
います。

各20人（申込み先着順）
300円
※小学３年生以下は保護者同伴

ニティセンター別館、能登川自治会館、

※汚れてもよい服装で参加してください。

せせらぎ

埋蔵文化財センター
0748-42-5816

☎ 0748-20-0555

050-5801-1125

筆記用具、帽子、タオル、水筒

第２回滋賀県警察官採用試験
対 象
大卒程度
大卒程度
高卒程度
高卒程度

採用予定人数
５人程度
２人程度
10人程度
５人程度

第１次試験：９月22日㈰
申込みは８月30日㈮ 17:00まで）
立命館大学びわこ・くさつキャンパス
滋賀県警察本部警務課採用係

滋賀県南部流域下水道事務所
☎ 077-564-1900

健康のためにヨガを始めてみたい人
にオススメです。

第42期学生

滋賀県レイカディア大学は、地域の

要約筆記者養成講座

受講生

要約筆記とは、発言者の話を聞き、

ボランティアや仲間づくりなどの活動を

要約して書くことで、聴覚障害者にその

通して、楽しく学ぶシニアの大学です。

場の話の内容を伝えることです。

今回、令和元年10月から２年間活動
する第42期生を募集します。
60歳以上の県内在住者
（10月１日現在）
年額50,000円

要約筆記の技術を習得し、聴覚障害

講師：西村薫乃さん
７月２日㈫、９日㈫、23日㈫、30日㈫、８月
６日㈫、20日㈫、27日㈫、９月３日㈫、10日㈫
13：30～14：30
16歳以上の人

ウェルネス講座 受講生
７月11日㈭10：00～11：30

随時受付。受講料を添えてお申し込
みください。
※子ども連れでの受講はできません。
布引運動公園体育館

９月３日から令和２年２月４日までの毎

８月５日㈪までに滋賀県レイカディア

500円

☎ 0748-25-2633

050-5801-2633

介護・福祉の職場見学ツアー 参加者

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
050-5801-1137

者の社会参加を支援する要約筆記者を
養成します。
週火曜日（全17回）13:30～16：30

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者
8月25日㈰９：30～15：30

内）
に申し込んでください。

18歳以上で全回受講可能な人

滋 賀県立障害者福祉センター
（草津市）

3,600円（テキスト代）

７月17日㈬まで

８月16日㈮まで

滋賀県レイカディア大学米原校
☎ 0749-52-5110
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障害福祉課

滋賀県立聴覚障害者センター
☎ 077-561-6111

◎記号説明

077-565-6101

開催日に介護・福祉の職場見学ツアー
を開催します。
７月20日㈯９：30～16：30

050-5801-5640

町）
、小規模多機能型居宅介護 愛近江
ゆ加里（勝堂町）
※集合場所は、びわこ学院大学です。

■水泳競技

滋賀県立聴覚障害者センター
（草津市）

滋賀県レイカディア大学草津校

びわこ学院大学のオープンキャンパス

特別養護老人ホーム 菊水園（下里

大学草津校
（県立長寿社会福祉センター

☎ 077-567-3901

相談場所

法律相談
（予約制）

９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）７月２日㈫９:00から

16日㈫

13:00～16:00

五個荘支所 １階相談室
※直通電話で受付（先着６人）７月９日㈫９:00から

23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）７月 16 日㈫９:00から

※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。

登記・相続相談
（当日受付）

19日㈮
３日㈬

0748-24-5693

または各支所

＝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

※行政相談委員
による相談

など
７月12日㈮17：00まで
長寿福祉課
050-5801-5645

☎ 0748-24-5645
0748-24-1052

13:00～16:00 市役所新館 １階市民生活相談課
（12：50～受付）※司法書士による相談（先着６人）
９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター 3階302会議室

11日㈭

９:30～12:00 愛東支所 １階会議室３

16日㈫

９:30～12:00 五個荘支所

17日㈬

９:30～12:00 市役所新館 １階市民生活相談課

23日㈫

９:00～12:00 蒲生支所

1 階相談室
２階202会議室

※５月27日に北林紀代美委員（八日市）と疋出三枝子委員（永源寺）が地域
総括評価官感謝状を受賞されました。
また、植田久米治委員（愛東）が近畿
行政相談委員連合協議会会長表彰を受賞されました。
一般相談

月～金曜日

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

１階市民生活相談課

人権・男女共同参画課

050-5801-5620
0748-24-0217
☎ 0748-24-5620（直通）
９:00～12:00
市役所新館 ２階212会議室
３日㈬
13:00～16:00

特設人権相談

17日㈬

13:00～16:00 市役所新館 ２階212会議室

男女共同参画
11日㈭、25日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※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
ほのぼの会 ９日㈫、23日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会
10:00～12:00 八日市図書館 ２階研修室
10日㈬
じゃがいもの会
９:30～11:30 五個荘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
17日㈬
ちょっと、いっぷくの会
20:00～22:00 愛東コミュニティセンター
17日㈬
10:00～12:00 小田苅家（小田苅町）
男性介護者の会
※上記以外の水曜日は、
電話相談を受付（☎ 090-3288-6580）
18日㈭
10:00～12:00 湖東コミュニティセンター
25日㈭
10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
電話相談（随時受付）
能登川支所 ☎ 0748-42-8700

コスモスの会
カタクリの会
ほほえみ

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
無料就労相談

☎ 0748-24-5565（直通）
毎週火曜日

介護の仕事に興味・関心のある学生
20人（申込み先着順）

☎ 0748-24-5640

行政相談

福祉総合支援課

8,100円（全９回）

500円

☎ 0748-22-8800

相談時間

ふさの

７月12日㈮、
17日㈬10：00～11：30

レイカディア大学

相談日

受付時間 9:00～17：00（土・日・祝日除く。）

布引運動公園体育館講座
ゆるヨガ 受講生

市民生活相談課 ☎ 0748-24-5616（直通）
050-5801-5616
0748-24-0217

相談項目

※処理場を見学するため、運動靴でお
７月８日㈪から 26日㈮まで

区 分
男性Ａ
女性Ａ
男性Ｂ
女性Ｂ

今月の相談

越しください。

❷有酸素運動とヨガで健康に

0748-20-0535

滋賀県湖南中部浄化センター
各日12組（申込み先着順）

❶簡単楽しく動くリズム体操

東近江市社会福祉協議会 地域福祉課

050-5801-5011

9：30～12：30
小学生（保護者同伴）

野口町自治会館、ゆうあいの家、五
個荘コミュニティセンター、湖東コミュ

☎ 0748-42-5011

航空学生 18歳以上
（空） 21歳未満

☎ 0120-204-314（フリーダイヤル）

※７月１日㈪８：30から電話で受付開始

実験や観察をしながら、親子で楽しく
７月29日㈪、30日㈫、31日㈬

８月30日㈮まで（インターネットでの

祝日を除く15日間（各日とも９:30～15:30）

25日㈭10:00～12:00、13:30～15:00

18歳以上
33歳未満

学びます。

0748-55-3898

特別支援学校や特別支援学級に通う

下水がどのようにきれいになっていく
のか、湖南中部浄化センターの見学と

☎ 0748-33-2103

サマーホリデー ボランティア

下水浄化センター親子見学会 参加者

18歳以上
常時受付
33歳未満

自衛隊近江八幡地域事務所

運動のできる服装、運動靴、飲料水
各開催日の１週間前まで

願書受付期間

※詳しくはお問い合わせください。

☎ 0748-55-0207

５歳児～小学６年生

自衛官
候補生

対象

航空学生 18歳以上 ７月１日㈪～
（海） 23歳未満
９月６日㈮

500円

❸親子で楽しくリトミック

滋賀学園人工芝フィールド
（建部北町）

区分

一般曹
候補生

７月４日㈭、
18日㈭、
25日㈭
10：00～11：30

自衛官・航空学生採用試験

子どもに
関する相談

050-5802-9540

９：30、
10：40
13：30、
14：40

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

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
※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
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お知らせ
東近江警察署からのお知らせ
夏 期 の 水 難・山 岳 遭 難 事 故 を 防

令和元年７月１日発行
（通巻174号）
■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
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（令和元年6 月１日）
人口：114,156人（―20）
男性：56,849人（ー 2）
女性：57,307人（―18）
世帯数：44,368世帯（＋45）
※（ ）内は前月比
■編集後記
「ヘムスロイドの杜まつり」を取材し
ました。森の散策を兼ねたマーケット
は非日常的な雰囲気が漂い、特別な時
間が流れているようです。お客さんと
作家のふれあいが見られ、あたたかい
気持ちになりました。取材で感じた市
の魅力を皆さんにお伝えするとともに、
笑顔と心あたたまるふれあいが増えて
いくことを願っています。
（A）

ものわすれ相談室

18歳以下の子どもを含む家族は「ふ

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

いカードの裏面に記載している施設で

トを用いて生活の状況を確認したりします。

入館料無料などの優待が受けられます。

※事前予約が必要です。

■７月の対象外施設

７月18日㈭ 9:30～11:30

ジャーを楽しんでいただくために、次の

永源寺温泉「八風の湯」

愛東支所

ことを守ってください。

生涯学習課

■水辺では次のことに注意しましょう

050-5801-5672

☎ 0748-24-5672
0748-24-1375

時は水に入らない。○増水のおそれがある
場合、水辺に近づかない。○子どもだけで
水辺に行かせない。子どもから目を離さない。
○登山計画を立て、登山届を提出する。○
装備をしっかり整える。○万が一道に迷っ

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）
６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、
７月 15日㈷、20日㈯、21日㈰、27日㈯、
28日㈰

0748-24-5693

お盆前のし尿収集は、８月２日㈮まで

※ 200ml は予定数に達した時点で終了

☎ 0748-23-0107

・自転車の安全利用の推進
・全ての座席のシートベルトとチャイル

0748-24-1052

田中佑芽作品展（田中佑芽さん）

に確認してください。

竹灯篭

☎ 0748-24-5633
0748-24-5692

湖東圏域・東近江エコサマー
２人までのバス運賃が無料になります。

・飲酒運転、過労運転の根絶

降車時、運転手に「エコサマー」と

050-5801-8295

0748-23-6600

ＮＰО法人エトコロ
冊子「ぐるっと」

ライフロング事業講座

竹浮かし削り（佐川敏雄さん）

娠・出産・子育ての切れ目

７月11日㈭、25日㈭14:00～15：30

ない支援を行っています。

20人（当日受付）

今回、エトコロで開催し

■たのしい歌の講座

ている各種教室などをまと

７月14日㈰14:00～15：30

めた冊子「ぐるっと」を作

30人（当日受付） 500円

生涯学習課

成しました。

☎ 0748-24-5672
0748-24-1375

■たのしく撮ろうコンパクトカメラ

特定非営利活動法人エトコロ
☎ 0748-52-1214

７月17日㈬、８月21日㈬、９月25日㈬、
10月30日㈬、11月20日㈬10:00～12:00

メール etokoro@free.zaq.jp

農地台帳に関する調査に
ご協力ください

15人（申込み先着順）

レイカディア大学米原校 大学祭

伝えてください。

農業委員会では、農地に関する情報

夏の行楽シーズンは、車で出かける

９月１日㈰まで

を調査して、農地台帳の整備を行ってい

東近江市、彦根市、愛荘町、多賀町、

ます。農地の所有者、耕作者に調査票

また、卒業生の地域活動についての展
示や発表もあります。

必ず全席でシートベルトを着用し、小

豊郷町、甲良町を運行する路線バス

を送付しますので、提出してください。

さなお子さんにはチャイルドシートを正

※東近江市内では、近江バス（神崎線・

提出期限：８月23日㈮

しく着用させましょう。

御園線）
、ちょこっとバス全線が対象で

届出先：地域の農業委員会協力員（農業

す。

組合長）、各支所、農業委員会事務局

７月15日㈷～24日㈬
市民生活相談課

☎ 0748-24-5699

都市基盤整備課

☎ 0748-24-5658

050-5802-8484

0748-24-0217

050-5801-5658

0748-24-1249

0748-23-8291

あなたの“未 来”応 援します。

料

350
お子さま
１人あたり

ご入学前のまとまった 固定金利・長期返済 35年以上の
が可能
費用の準備が可能
取扱実績

広

ご相談・お問い合わせは

教育ローンコールセンター

告

受付時間

月～金 9：00 ～21：00／土曜日 9：00 ～ 17：00

※日曜日、祝日、年末年始（12月31日〜1月3日）はご利用いただけません。※全国から市内通話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルがご利用いただけない場合は、03-5321- 8656 におかけください。

2019.7.1

◎記号説明

＝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

７月19日㈮10:00～11：30
30人（当日受付） 500円
７月20日㈯10:00～12:00

26日㈮10：00～14：00

15人（申込み先着順）

滋賀県立文化産業交流会館
（米原市）
滋賀県レイカディア大学米原校事務局
☎ 0749-52-5110

500円

八日市文化芸術会館
☎ 0748-23-6862

050-5801-6862

0748-23-6863

広報ひがしおうみ・ホームページ広告募集

有

市では、毎月１日に発行している広報紙（39,100部発行）
および市ホームページへの有料広告を募集しています。

料
広
告

◆広報紙への広告掲載料（１枠１号）30,000円
※規格：１枠 縦4.6cm×横8.6cm（この枠のサイズ）
◆ホームページバナー広告料（１口）20,000円
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/
広報課

広報ひがしおうみ

■大人の音楽脳トレ

▼

有

万円
以内

3,000円（全５回）

■大道芸パフォーマンス入門

7 月25日㈭10：00～15：00

農業委員会事務局 ☎ 0748-24-5682
050-5801-5682

熟年学生が学習成果を発表します。

ご融資額

19

（5 回講座）

・横断歩道利用者ファースト運動の推進
ことが増えてきます。車に乗るときは、

500円

７月２日㈫～26日㈮

050-5801-5672

受講生

■男とヨガと健康運動

市役所本館１階ロビー

７月１日㈪から大人１人につき小学生

ドシートの正しい着用の徹底

☎ 0748-24-5630

エトコロでは、結婚・妊

広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）

・高齢ドライバーを含む高齢者と子ども
の交通事故防止

☎ 0748-24-5646

市民ギャラリー

■愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

050-5801-5633

※時間外通用口を利用してください。

します。

クリーンぬのびき広域事業協同組合

生活環境課

077-527-3329

いずれも９:30～12:30

市民課

能登川コミュニティセンター

050-5801-5646

滋賀県パスポートセンター
☎ 077-527-3323

市役所新館１階

７月５日㈮ 10:00～12:00、13:00～15:30

健康推進課

■運動の重点

年始を除く。）に申請業務を行っています。

７月14日㈰、８月11日㈷、９月８日㈰

７月は｢愛の血液助け合い運動」月間です。

集と受付は行っていません。

の火・水・木曜日にお越しください。
月曜日から金曜日（祝日、振替休日、年末

マイナンバーカードの交付
について、休日に対応します。

■全血（200ml、400ml）

※８月12日㉁、
15日㈭、
16日㈮のし 尿 収

夏の交通安全県民運動

☎ 0748-20-2801

なお、大津の窓口（ピアザ淡海１階）は、

献血にご協力ください

ができます。滋賀県警察ホームページから

☎ 0748-24-0110

出張窓口はお休みです。申請には平日

マイナンバーカードの申請および交付

※インターネットから登山届を提出すること

東近江警察署

化産業交流会館の休館日のため、米原

９:00～16:00

湖東歯科医師会

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641
050-5801-5641

に余裕をもって申し込んでください。

ス登山届」にアクセスすることができます。

７月16日㈫、
８月13日㈫は滋賀県立文

会議室２

た場合、現在地が分かる所まで引き返す。

「インターネット登山届」のほか、
「コンパ

安土デンタルクリニック
15日㈷ ( 近江八幡市安土町上豊浦）
☎ 0748-46-4797

診療時間

○十分な準備運動をして体調を整え、適度
な休憩をとる。○疲れている時や飲酒をした

パスポートセンター
「米原出張窓口」のお休み

７月の休日歯科診療

れあいカード」を持参すると、ふれあ

ぎ、安全を第一に考えて快適な夏のレ

■登山時は次のことに注意しましょう

（直通）☎ 0748-24-5611

21日㈰は家族ふれあいサンデー

＊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。

☎ 0748-24-5611

050-5801-5611

広報ひがしおうみ

2019.7.1 18

