≪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。

バレーボールカーニバル 参加者
部門：男女混合９人制
９月15日㈰９:00から

第20期犯罪被害者支援活動員
養成講座 受講生
「聴き方」や「相談の基礎」からカウ
ンセリングまでを学ぶ講座です。

布引運動公園体育館

保活直前！
お仕事探し応援ウィーク 参加者
就職を希望する子育て期の人を対象

てんびんの里カラオケ大会 出場者
８月25日㈰12:00から
てんびんの里文化学習センター

として、保育所探しや再就職に役立つ各

市内在住の人

16チーム（申込み先着順）

９月６日から11月８日までの毎週金曜日

種イベントを開催します。

70人（申込み先着順）

１チーム 3,000円

13:30～16:30（全10回）

◆内容

2,000円

８月31日㈯まで

被害者支援活動にボランティアとして

合同面接会、美文字レッスン、メイク

参加できる人、被害者支援について学

アップ講座、保育情報説明会、カウンセ

びたい人、相談支援業務に関われる人、

リング・相談窓口など（無料託児あり）

東近江市バレーボール協会（奥村）
☎ 0748-23-2376

「話を聴くこと」を学びたい人
30人（申込み先着順）

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者
◆種目

陸上競技

９月29日㈰８:45～16:00

※各種イベントの開催日や申込み締切

1 日コース：3,000円

日など、
詳しくは問い合わせてください。
滋賀マザーズジョブステーショ

おうみ犯罪被害者支援センター
（大津市京町４丁目 滋賀県厚生会館内）

８月21日㈬まで
障害福祉課

全コース：20,000円
８月30日㈮まで

布引運動公園陸上競技場
☎ 0748-24-5640

050-5801-5640

0748-24-5693

☎

受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に

ン・近江八幡（近江八幡市鷹飼町 県立
男女共同参画センター内）
☎ 0748-36-1831

077-527-5310

能登川ふれあいフェア2019
フリーマーケット出店者
10月20日㈰９:00～15:00

子育て支援事業 参加者

お母さん同士や、保育士・保健師・
助産師と一緒にこの時期の赤ちゃんと

500円

100区画（申込み先着順）

の関わり方を学び合います。
（全４回）

１区画あたり市民2,000円、

◆能登川保健センター

500円

市外 4,000円（横3m、縦2m）

◆東近江市子育て支援センター

９月15日㈰まで

❶❷共通

※出店料を添えて申し込んでください。

ヨガマット（バスタオル可）
、体育館

※電話での申込みはできません。
※飲食物は販売できません。

シューズ、飲み物
ウェルネス八日市 ☎0748-22-8800

能登川コミュニティセンター
☎ 0748-42-3200

050-5801-1137

050-5801-3200

（受付時間：9:00～17:00、土・日曜日も可）

東近江市美術展覧会出展作品
部門：日本画、洋画、彫刻彫塑、美術
工芸、書、写真
搬入日：９月29日㈰ 10:00～15:00
10月１日㈫ ９:00～15:00
会期：第１期（日本画、彫刻彫塑、書）
10月９日㈬～13日㈰

滋賀県シルバー人材センター連合会
シニア対象講習会 受講生
滋賀県シルバー人材センター連合会

10月16日㈬～20日㈰

就業機会拡大のための講習会を開催し
講習内容は、生活支援サービス従事
者講習やパソコン初級講習、観光客ナ
ビスタッフ講習などです。

八日市文化芸術会館
県内に在住または在勤、在学してい

講習会の詳しい日時や開催場所は、
ホームページをご覧ください。

る人（中学生以下は除く。
）
※詳しくは市役所、各支所、各コミュニ

滋賀県シルバー人材センター連合会

ティセンターに設置の募集要項を確認

☎ 077-525-4128

077-527-9490

のうえ、申し込んでください。

ホ ーム ペ ー ジ

http://www.sjc.ne.jp/

生涯学習課
050-5801-5672
17

☎ 0748-24-5672

（保健子育て複合施設ハピネス２階）
９月５日㈭、
12日㈭、
19日㈭、
26日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00
第１子（平成31年４月～令和元年７月
生まれ）と母親

職 種
消防職（初級）

採用予定人数
８人程度

生まれの人
※ほかにも要件があります。詳しくは募

東近江行政組合総括管理課
☎ 0748-22-7620

下水道排水設備工事
責任技術者試験
11月20日㈬14:00～16:00

ライフロング事業講座

受講生

☎ 0748-24-5665

050-5801-5665

0748-24-5666

～エコとリユースを楽しむ
８月25日㈰

９月２日、９日、30日、10月７日、21日、
８回）
10:00～11:00
布引運動公園陸上競技場

搬入：13:00～13:50、交換会14:00～15:00
能登川コミュニティセンター
八日市文化芸術会館
☎ 0748-23-6862

笑顔体力倍増レクリエーション
運動教室２期 受講生
28日、11月11日、18日いずれも月曜日（全

◆スッキリ交換会

050-5801-6862

0748-23-6863

shigapref/

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）8月1日㈭９:00から
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）8月13日㈫9:00から
13:00～16:00

18歳以上

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）

30日㈮

13:00～16:00 市役所新館 １階市民生活相談課
（12：50～受付） ※土地家屋調査士による相談（先着 6 人）

7日㈬
23日㈮

行政なんでも
相談所

７日㈬

一般相談

月～金曜日

消費生活相談

月～金曜日

９：30～12：00 能登川コミュニティセンター ２階多目的室１
13：00～16：00 湖東支所 １階相談室
９：30～12：00 市役所新館

市民税課 ☎ 0748-24-5604
050-5801-5604
0748-24-5577
税 無料相談会
市役所 新館２階212会議室（先着６人）
16日㈮
13：30～16：30
（予約制）
※電話予約受付 ８月２日㈮～15日㈭
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）

布引運動公園陸上競技場
☎ 0748-20-1230
0748-22-3810

21日㈬

050-5802-8801

050-5801-5641

0748-24-5693

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

21日㈬

13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

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

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
月～金曜日 ９:00～17:00 ☎ 0748-46-8128
センター E－SORA（いいそら）
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
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
月～金曜日

子どもに
関する相談

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）

行政書士相談
（予約制）

９月１日㈰まで

１階市民生活相談課

ショッピングプラザアピア ４階情報プラザ
13:30～16:00
（八日市浜野町）※受付は13:00～15:30
９:00～12:00
市役所新館 1 階市民生活相談課
13:00～16:00
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 ☎ 0748-24-5620（直通） 050-5801-5620
0748-24-0217
９：00～12：00 市役所新館 １階111会議室
７日㈬
特設人権相談
13:00～16:00 市役所新館 １階111会議室
21日㈬
13:00～16:00 市役所新館 ２階212会議室
男女共同参画
２日㈮、22日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※予約が必要）
やすらぎ相談

20人（申込み先着順）

4,000円（８回）

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）8月20日㈫9:00から

23日㈮

男性介護者のつどい

下水道課

相談場所

13:00～16:00

3,500円

東近江市子育て支援センター
050-5801-1135

27日㈫

相談時間

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641（直通）
家族介護者の会 介護者の悩み相談

布しています。

☎ 0748-22-8201

20日㈫

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

ピアザ淡海大会議室（大津市におの浜）

（受付は13:00 から）

８月５日㈪～30日㈮
050-5802-9362

※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。

東近江行政組合職員採用試験

※申込書は８月１日㈭から下水道課で配

☎ 0748-42-8510

６日㈫

行政相談

各会場15組（申込み先着順）
能登川子育て支援センター

法律相談
（予約制）

※行政相談委員
による相談
（当日受付）

0748-48-7105

８月19日㈪～９月４日㈬

では、
58歳以上の県内在住者を対象に、
ています。

第２期（洋画、美術工芸、写真）

９月４日㈬、
11日㈬、
18日㈬、25日㈬

相談日

050-5801-7100

☎ 0748-48-7100

８月28日㈬まで

「はじめまして！赤ちゃん」

相談項目

登記・相続相談
（当日受付）
登記・測量相談
（当日受付）

てんびんの里文化学習センター

集要項を確認してください。

のびのび親子の教室

ふれあい運動公園

８月８日㈭、29日㈭10：00～11：30

込んでください。

平成５年４月２日～平成14年４月１日

８月９日㈮、28日㈬10：00～11：30
❷簡単楽しく動くリズム体操

※指定の申込書に参加費を添えて申し

第１次試験：９月22日㈰

メール npoovsc@yahoo.co.jp

または各支所

ウェルネス講座

８月28日㈬～９月11日㈬9:00～17:00
（受付は16:00まで）
※月曜日は休館

８月４日㈰から

今月の相談

夜間・休日
お薬相談窓口

７日㈬

八日市コミュニティセンター
13:00～16:00 ※電話予約が必要（先着５人）
行政書士会（上月）☎ 080-4398-6093

夜間

21:00～９:00

休日

終日

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。

0748-24-1375
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◎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

＊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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お知らせ
「清流の日」
一斉清掃
道の駅奥永源寺渓流の里周辺の愛知
川などで一斉清掃を行います。
８月25日㈰９:00～10:30（荒天中止）
令和元年８月１日発行
（通巻175号）

愛知川上流域の河川敷および道路
（集合場所：道の駅奥永源寺渓流の里）

■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

廃棄物対策課

☎ 0748-24-5636

050-5801-5636

0748-24-5692

障害のある人の手当に関する
所得状況届の受付

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。
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。 ▲投稿フォーム
■本市の人口（令和元年７月１日）
人口：114,159人（＋３）
男性：56,871人（＋22）
女性：57,288人（－19）
世帯数：44,469世帯（＋101）
※（ ）内は前月比
■編集後記
夏本番を迎えました。せみの鳴き声
がにぎやかになり、子どもたちにとって
もわくわくする夏真っ盛り。我がことを
振り返ると親子で過ごした夏の思い出が
子育てを終えた今も鮮明に蘇ってきま
す。今しかできない体験をぜひこの夏、
親子でされてはいかがでしょうか。
（幸）

次の手当の受給資格者は、年に１度

地下水（井戸水）の利用

広報ひがしおうみ

2019.8.1

18日㈰は家族ふれあいサンデー

市民ギャラリー

地下水を飲用されている場合は、定

タッチパネル式の機器を使って、も

18歳以下の子どもを含む家族は「ふ

期的に指定検査機関で水質検査を受

のわすれの度合いを判定したり、チェッ

れあいカード」を持参すると、ふれあ

澤知奈美さん）

け、飲用に適しているか確認してくださ

クシートを用いて生活の状況を確認した

いカードの裏面に記載している施設で

◆仏像への道（丸橋誠一さん）

い。

りします。※事前予約が必要です。

入館料無料などの優待が受けられます。

８月30日㈮まで

８月８日㈭ 9:30～11:30

◆８月の対象外施設

生涯学習課

能登川コミュニティセンター学習室５・６

永源寺温泉「八風の湯」

050-5801-5672

※飲用には上水道をおすすめします。
生活環境課

☎ 0748-24-5633

050-5801-5633

0748-24-5692

◆地下水の飲用に関する窓口

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641
050-5801-5641

0748-24-5693

生涯学習課

☎ 0748-22-1266

児童扶養手当「現況届」

交通安全啓発看板に掲示する
スローガン

◆パッチワークキルト ミシンキルト（大

市役所本館１階ロビー
☎ 0748-24-5672

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）

うちエコ診断、省エネ・節電提案会
“ 家庭の省エネ ” をアドバイスする
「う
ちエコ診断」の受診者を募集します。
環境省認定の資格を持つ「うちエコ

交 通安 全意識の高揚を図り、交 通

土、日曜日、祝日および８月15日㈭、16

診断士」が地域に出向き、
各家庭に合っ

児童扶養手当の受給資格者は、現況

事故のない安全で住みよい東近江市を

日㈮は、し尿収集と受付は行っていま

た省エネ・節電対策のアドバイスを無料

届を毎年８月に提出する必要があります。

築くため、今町地先、五個荘北町屋町

せん。お盆前にくみ取りを予定される

で行います。

現況届は前年の所得状況と受給資格を

地先の交通安全啓発看板に掲示するス

人は、８月２日㈮までに申し込んでくだ

対象者には８月上旬に案内を送付し

審査するもので、所得制限などで現在手

ローガンを募集します。

さい。

ます。提出されないと、受給資格があっ

当を受けていない人も手続きが必要にな

◆募集テーマ

ても手当が受けられなくなるので、忘れ

ります。手続きをされないと、受給資格

ずに提出してください。

があっても手当が受けられなくなります。

広く親しみが持てるもの

◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

①特別障害者手当

※提出期間

◆部門

広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）

☎ 077-569-5301

・小中学生の部（小学生は５年生以上）

に確認してください。

メール

「所得状況届」の提出が必要です。

②障害児福祉手当

８月１日㈭～30日㈮

③特別児童扶養手当

期間中の木曜日は19：00まで
（本庁のみ）

提出期間＝８月９日㈮～９月11日㈬

８：30～17：15

※代理人や郵送での提出はできません。

生活環境課

※文字数は18字程度まで

050-5801-5633

市役所本館101会議室

市内に在住、在勤または在学者

または各支所

９月３日㈫まで

050-5801-5640

0748-24-5693

こども政策課
050-5801-5643

８月の休日歯科診療
12日㉁

井田歯科医院武佐診療所（近江
八幡市武佐町）☎ 0748-37-7861

14日㈬

川南歯科医院（川南町）
☎ 0748-42-0419

村上歯科クリニック
（八日市東浜町）
15日㈭
☎ 0748-43-2330
16日㈮

きむら歯科医院（八日市東浜町）
☎ 0748-22-0234

診療時間

９:00～16:00

湖東歯科医師会

☎ 0748-20-2801

◎記号説明

☎ 0748-24-5643
0748-23-7501

市民生活相談課
☎ 0748-24-5699

050-5802-8484

0748-24-0217

などについて、当事者自身が手話で話し
ます。手話通訳もつきますので、手話が
分からない人もぜひ参加してください。
※筆記通訳が必要な人は９月11日㈬ま
でに申し込んでください。
９月19日㈭ 10:00～11:00
市役所新館314会議室
障害福祉課

☎ 0748-24-5640
0748-24-5693

いじめ、体罰、虐待、不登校など、
子どもの人権にかかわる問題全般の相
談を受け付けています。
☎ 0120-007-110（相談無料、秘密厳守）
※受付は8:30～19:00（土、日曜日は10:00～17:00）
大津地方法務局人権擁護課
☎ 077-522-4673

10月からの幼児教育・保育無償化に

ります。ただし、給食費（主食費と副
食費）は今までどおり保護者負担です。
（※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。）
なお、０歳児から２歳児の保育料は、
現在と変わりませんが、市民税非課税
世帯は無料になります。
☎ 0748-24-5647

050-5801-5647

0748-23-7501

ondanka@ohmi.or.jp

あかね文化ホール

受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
８月６日㈫、20日㈫10：00～11：30
500円
❷簡単！リズム体操
８月１日㈭ 、22日㈭10：00～11：30
500円
❸親子で楽しくリトミック
８月28日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者

500円

❶❷❸共通
あかね文化ホール
☎ 0748-55-0207

050-5801-0207

0748-55-3898

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

077-569-5304

0748-24-5692

保育料の無償化に伴う
給食費の徴収

幼児課

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

☎ 0748-24-5633

３歳児から５歳児の保育料が無料にな

「子どもの人権1１０番」 強化週間
８月29日㈭～９月４日㈬

診断」の受診を希望される個人
12月上旬まで

伴い、認定こども園などに通うすべての

手話公開講座
災害時に耳の不自由な人が困ること

☎ 0748-23-0107

・一般の部

障害福祉課

「省エネ・節電提案会」の開催を希
望される自治会、企業および「うちエコ

クリーンぬのびき広域事業協同組合

交通安全への願いがこめられていて、

障害福祉課または各支所
☎ 0748-24-5640

0748-24-1375

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

滋賀県東近江保健所 生活衛生係

050-5801-5640

19

ものわすれ相談室

＊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。

広報ひがしおうみ
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