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2030年の滋賀と私を考える会議
参加者
今年４月にスタートした滋賀県基本構想

湖東路ウォーク 参加者
湖東エリア約７km のコースを歩きます。
※小学生以下は保護者同伴

「変わる滋賀 続く幸せ」
（2019年～2030年）。
持続可能な社会の実現に向け、県民の皆

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12日㈫、
26日㈫10：00～11：30

全うするために医療職と一緒に考えま

❷簡単！リズム体操

さんと一緒に考える「2030年の滋賀と私を

11月７日㈭、
21日㈭10：00～11：30

せんか。

考える会議」の参加者を募集します。

500円

◆基調講演

11月15日㈮15：00～18:00

西堀榮三郎記念探検の殿堂

近江八幡市勤労者福祉センター

11月20日㈬10：00～11：00

帽子、水筒、汗拭きタオル

多目的ホール

未就園児と保護者

11月14日㈭まで

30人(申込み先着順）

スポーツ課

☎ 0748-24-5674

050-5801-5674

0748-24-5571

滋賀県企画調整課

❸親子で楽しくリトミック

あかね文化ホール
☎ 0748-55-0207

のびのび親子の教室

令和元年度 自衛官等
区分

「お母さんといっしょ」
◆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）
11月28日㈭、12月５日㈭、12日㈭、20日㈮

自衛官
候補生

願書受付
期間

対象

18歳以上
33歳未満の男女 常時受付
（高卒見込含む。）

「アドバンス・ケア・プランニング」
～いのちの終わりについて話し合い
をはじめる～
講師：神戸大学医学部附属病院緩和支持

❶❷❸共通
▲滋賀県ホームページ

☎ 077-528-3312

１組500円

050-5801-0207

治療科特命教授 木澤義之さん
12月５日㈭13：30～16：30
ター）
（大津市）

第15回ひばりドーム杯2019
参加チーム（硬式テニス）

400人
公益社団法人滋賀県看護協会
☎ 077-564-6699

077-562-8998

11月17日㈰９:00～16:30
ひばり公園テニスコート
市内外問わず小学４年生以上で、団

ライフロング事業講座

受講生

体３人以上から６人以内でチーム編成

11月27日㈬、12月４日㈬、11日㈬、18日㈬

陸上自衛隊
15歳以上
令和２年
高等工科 17歳未満の男子 １月６日㈪
学校生徒 （中卒見込含む。） まで

◆募集チーム：男子団体戦・女子団体戦・

11月７日㈭、
21日㈭14:00～15:30

※各会場いずれも10:00～11:30

※詳しくは問い合わせてください。

男女ミックス団体戦（各５チーム）

八日市文化芸術会館

◆大会内容：１対戦ダブルス２試合を行

15人程度

◆能登川保健センター

平成29年12月～平成30年６月生まれ
の子と母親

自衛隊近江八幡地域事務所
☎ 0748-33-2103

自衛隊ホームページ▲

各会場15組（申込み先着順）
東近江市子育て支援センター
☎ 0748-22-8201

050-5801-1135

能登川保健センター
☎ 0748-42-8510

050-5802-9362

第12回東近江医療圏
「がん診療公開講座」 受講生
「この時代に知っておきたいがん診
療」をメインテーマにがん〝予防″
と〝治

ウェルネス講座 受講生
❶有酸素運動とヨガで健康に

療 ” そして〝救える命

私たちにできる

センター、滋賀医科大学医学部附属病
院および東近江総合医療センター共催

500円

で公開講座を開催します。
◆特別講演①

500円
❶❷共通
ヨガマット（バスタオル可）
、体育館

病体験を通して今、思うこと」

を中心とした講座です。

講師：全国骨髄バンク推進連絡協議会
顧問

600円

12月１日㈰13：30～16：00

ウェルネス八日市
☎ 0748-22-8800

大谷貴子さん

アクティ近江八幡（近江八幡市）
050-5801-1137

11月15日㈮10:00～11:30
30人程度

500円

第21回布引ダンスフェスティバル
出場チーム

11月10日㈰14:00～15:30
八日市文化芸術会館
500円

11月24日㈰10:00～12:00
10人程度（申込み先着順）
500円（別途、材料費500円程度）
湖東コミュニティセンター
❺シャドーボックス教室

布引運動公園体育館

70チーム
（申込み多数の場合は抽選）

11月13日、27日、12月11日、25日、
１月15
日、
29日いずれも水曜日10:00～12:00
10人程度（申込み先着順）
4,000円（全６回分）
（別途、材料費7,000円程度）

１チーム3,000円

蒲生コミュニティセンター

11月17日㈰17:00必着
※申込書に必要事項を記入し、持参、

❹❺は、受講料を添えて申し込んでく

ファクス、郵送のいずれかの方法で申

ださい。
（電話申込み不可）
八日市文化芸術会館

し込んでください。
布引運動公園体育館
050-5801-2633

滋賀医科大学医療サービス課

☎ 0748-23-6862
0748-23-6863

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

相談項目

相談日

相談時間

相談場所

法律相談
（予約制）

12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）11月５日㈫９:00から

19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12日㈫９:00から

26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）11月19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）

15日㈮

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（６人）

６日㈬

９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

７日㈭

９:30～12:00 愛東支所 １階会議室３

※行政相談委員
による相談

19日㈫
20日㈬
26日㈫

９:30～12:00 五個荘支所 １階相談室
９:30～12:00 市役所新館 １階市民生活相談課
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
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

行政相談
（当日受付）

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
６日㈬
13：00～16:00 市役所新館 ２階212会議室

特設人権相談

20日㈬

13：00～16:00

男女共同参画
７日㈭、28日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※予約が必要）
やすらぎ相談
市民税課

☎ 0748-24-5604（直通）

税 無料相談会
（予約制）

15日㈮

050-5801-5604

0748-24-5577

市役所新館 ２階212会議室
※電話予約受付（先着６人）11月1日㈮８:30から

13：30～16：30

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）

0748-24-5693

050-5801-5641

家族介護者の会 介護者の悩み相談

❹子どものクラフト おりがみに挑戦！

☎ 0748-25-2633

280人

❷大人の音楽脳トレ

30人程度

0749-45-3200

※１人で複数チームに出演は可能

ドローンについての法律・構造など座学
11月13日㈬ 20：00～21：30

050-5801-3363

※ジャンルは問いません。

「がんでもパパやママに･･･ 自らの白血

❸ドローンを知ろう！

ひばり公園管理事務室

講師：陶芸家、滋賀県骨髄献血の和を
神山清子さん

500円

❸たのしい歌の講座

11月14日㈭まで

３人以上のチーム（県内在住者のみ）

◆特別講演②

シューズ、飲み物

（スポーツ傷害保険含む。
）

家として、母として、そして今～」
広げる会会長

❶男のヨガと健康運動

八日市文化芸術会館

１団体3,000円

令和２年３月15日㈰９:30～16:00

「今を生きること～いのち燃やして陶芸

11月14日㈭ 10：00～11：30

ち上がり、順位を決定します。

こと！” について近江八幡市立総合医療

11月６日㈬、８日㈮10：00～11：30
❷簡単楽しく動くリズム体操

い、リーグ戦またはトーナメント戦で勝

☎ 0749-45-3363

今月の相談

ピアザ淡海（滋賀県立県民交流セン

0748-55-3898

子育て支援事業 参加者

一人一人が心身ともに健康で自分ら
しく、住み慣れた地域で生きることを

500円

11月17日㈰8:45～11:00
（受付8:30から）
集合

令和元年度 滋賀県看護学会
一般公開講座 受講生

13日㈬

ミモリの会

10:00～12:00 市役所東庁舎 Ａ会議室

20日㈬
10:00～12:00 小田苅家（小田苅町）
男性介護者のつどい
※上記以外の水曜日は、電話相談を受付（☎ 090-3288-6580）
ちょっと、いっぷくの会
じゃがいもの会
コスモスの会
ほのぼの会
カタクリの会
ほほえみ

20日㈬

19:30～21:30
９:30～11:30
21日㈭
10:00～12:00
26日㈫
13:30～15:00
28日㈭
10:00～12:00
電話相談（随時受付）

愛東コミュニティセンター
五個荘コミュニティセンター
湖東コミュニティセンター
せせらぎ（市子川原町）
永源寺コミュニティセンター
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
無料就労相談

子どもに
関する相談

050-5801-6862

☎ 0748-24-5565（直通）

050-5802-9540

0748-23-8292

毎週火曜日

9:30、
10:40 市役所内会議室（１相談日４人まで）
13:30、
14:40 ※相談希望日前日までに電話で申込み

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。

☎ 077-548-3625
17
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「環境美化の日」
の美化活動

お知らせ

環境美化の日を基準として、県下一

東近江警察署からのお知らせ
◆指名手配被疑者の捜索強化
令和元年８月末現在、全国の警察か
令和元年11月１日発行
（通巻178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

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。 ▲投稿フォーム
■本市の人口（令和元年10月１日）
人口：114,311人（+52）
男性：56,987人（＋35）
女性：57,324人（＋17）
世帯数：44,724世帯（＋119）
※（

）内は前月比

■編集後記
秋も深まり、お出かけに適した過ごし
やすい季節となりました。東近江秋まつ
りをはじめ、秋の催しも目白押しです。天
気の良い日にはイベントやまちあるき、自
然散策などにぜひお出かけください。豊
かな自然や文化にふれることで市の新た
な魅力が発見できるかもしれません。
（Ａ）

阿弥陀堂町地先（葉枝見橋南詰）
愛知川河川敷駐車場集合

クリーンぬのびき広域事業協同組合

実施場所：愛知川左岸道路
（能登川地区）

指定重要 指名手配被疑者を含め、約

※実施の有無はテレフォンサービスにて

愛東・湖東地区の定期収集は、湖東

600人となっています。

当日午前８時以降に問い合わせてくだ

広域衛生管理組合（☎ 0749-35-4058）

さい。
（☎ 0748-24-1241、1242）

に確認してください。

これらの犯人は、殺人・強盗などの
凶悪犯事件、暴行・傷害などの粗暴犯

廃棄物対策課

事件、窃盗犯事件、詐欺・横領などの

050-5801-5636

☎ 0748-24-5636
0748-24-5692

☎ 0748-23-0107

生活環境課

☎ 0748-24-5633

050-5801-5633

0748-24-5692

知能犯事件、覚せい剤などの薬物事件
ます。

（直通）☎ 0748-24-5611

11月24日㈰ 9：30～11：30（荒天中止）

２日㈯、3日㈷、
４日㉁、
９日㈯、
10
11月 日㈰、
16日㈯、
17日㈰、
23日㈷、
24
日㈰、
30日㈯

ら指名手配されている犯人は、警察庁

などさまざまな罪で指名手配されてい

050-5801-1234

斉清掃活動を実施します。

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

指名手配犯人によく似た人物を見か

PCB( ポリ塩化ビフェニル）を
含む電気機器の有無の点検

ものわすれ相談室
タッチパネル式の機器を使って、も

けたとか、不審な人物がいるといった情

PCB を含む 電 気 機 器（ 変 圧 器、コン

のわすれの度合いを判定したり、チェッ

報がありましたら、ささいな内容でも構

デンサー、家庭用を除く照明用安定器な

クシートを用いて生活の状況を確認した

いませんので、警察に通報してください。

ど）を使用または保管するには、法律に基

りします。

づく届出が必要です。事業所の電気室、

※事前予約が必要です。

東近江警察署

☎ 0748-24-0110

消費税軽減税率制度の説明会
下記日程で税務署職員による個人事

キュービクル（高圧受電設備）、倉庫など

11月14日㈭9:30～11:30

を点検してください。
（点検時は必ず電気

市役所本館201会議室

主任技術者などに相談してください。）
また、PCB 廃棄物は処分期間が決められ

業主対象の説明会を開催します。

ており、高濃度PCB 廃棄物は、令和３年３

※日程①②については申込み不要です。

月31日までに処分しなければなりません。

日程③④については事前申込みが必要
です。
（ 20人、申込み先着順）
日

時

場

男女共同参画センター
11月13日㈬
（近江八幡市鷹飼町）
15：20～16：30

②

11月20日㈬
あかね文化ホール
15：20～16：30

④

☎ 077-528-3473

077-528-4845

12月６日㈮
14：00～15：30 近江八幡税務署
12月17日㈫ （近江八幡市桜宮町）
14：00～15：30

0748-24-5693

17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

宝くじ助成

備品整備

宝くじの社会貢献広報事業を活用し、
判プリンター、プロジェクター、脚折り畳

近江八幡税務署法人課税第１部門

11月25日㈪は
「女性に対する暴力撤廃国際日」です
配偶者などからの暴力、性犯罪、売
買春、人身取引、セクシャル・ハラスメ
ント、ストーカー行為など女性に対する
暴力は、女性の人権を著しく侵害するも
のであり、男女共同参画社会を形成し
ていく上で克服すべき重要な課題です。
この機会に女性に対する暴力につい
て考え、暴力のないまちづくりを進め
ていきましょう。
人権・男女共同参画課
☎0748-24-5620

050-5801-5620

0748-24-0217

◆全血（200ml、400ml）
11月３日㈷ 9:30～12:00、13:00～14:30
湖東支所
※ 200ml は予定数に達した時点で終了
健康推進課

アー、 有 孔 ボード など）
を整備されました。

いカードの裏面に記載している施設で

☎ 0748-24-5646

050-5801-5646

0748-24-1052

市民ギャラリー
◆「きり絵と絵画」仲間展（木下富男さん）
11月８日㈮まで
◆油彩友の会（中島栄美子さん）
11月12日㈫～22日㈮
◆瓢箪（菊井実さん）
11月12日㈫～12月６日㈮
◆冨田彦一作品展（冨田彦一さん）
11月26日㈫～12月６日㈮

全国一斉「女性の人権
ホットライン」
強化週間

市役所本館１階ロビー
生涯学習課

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

夫・パートナーからの暴力、職場で
のいじめやセクシャル・ハラスメント、

11 月の休日歯科診療

ストーカーなど、女性の人権に関わる
相談電話番号☎ 0570-070-810

４日㉁

おがわ東歯科（佐野町）
☎ 0748-42-8191

23日㈷

ひめの歯科クリニック
（建部上中町）
☎ 0748-36-2518

11月18日㈪～24㈰８:30～19:00
（土曜日、日曜日は10:00～17:00）
大津地方法務局人権擁護課
☎ 077-522-4673

診療時間

みテーブル、折り畳みチェ

９:00～16:00

湖東歯科医師会

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

☎ 0748-20-2801

パスポートセンター
「米原出張窓口」のお休み

入館料無料などの優待が受けられます。

希望するバランスで展開できるよう、一

なお、
11月は、湖東プール、クレフィー

人一人がライフスタイルや職場環境を見

11月５日㈫は滋賀県立文化産業交流

ル湖東 「至福の湯」および永源寺温泉

直し、ワーク・ライフ・バランスの実現

会館の休館日のため、米原出張窓口は

を目指しましょう。

お休みです。申請には平日の火・水・木

「八風の湯」は対象外です。

☎ 0748-33-3143

「女性に対する暴力を
なくす運動」実施期間です

問題について相談に応じます。

永源寺地区まちづくり協議会が備品（大

所

①

③

滋賀県琵琶湖環境部循環社会推進課

福祉総合支援課 ☎ 0748-24-5641
050-5801-5641

献血に協力してください

11月12日㈫～25日㈪は

生涯学習課

☎ 0748-24-5672

050-5801-5672

0748-24-1375

まちづくり協働課

☎ 0748-24-5623

050-5801-5623

0748-24-5560

曜日にお越しください。

人権・男女共同参画課
☎0748-24-5620

050-5801-5620

滋賀県パスポートセンター
☎ 077-527-3323

0748-24-0217

077-527-3329

▼

有

有

料

料

広

広

告

告

市公式 facebook
「東近江ジャーニー」
で配信中
イベント情報や市の魅力を配信中。
「東近江ジャーニー」で検索！
市ホームページからもアクセスできます。
https://www.facebook.com/higashiomicity
QRコードからも簡単にアクセスできます
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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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