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ファミリー・サポート・センター
協力会員養成講座 受講生 　

　育児の支援が必要な人（依頼会員）
に支援ができる人（協力会員）を紹介し、
地域で子育てを応援しています。
　育児の支援ができる協力会員を養成
する講座を開催します。
※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。登録
には印鑑が必要です。

開催日 内容

２月17日㈪
9:40～14:30

・オリエンテーション
・子育て支援の現状と求
　められるサポーター
・子どもの病気、けが、
　事故の予防と対応

２月18日㈫
9:40～16:00

・子どもの心と体の発達
　と遊び
・子どもの栄養と食生活
・普通救命講習

※受講時の託児あり（事前申込みが必要）
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）
協力会員になりたい人
印鑑、筆記用具
２月７日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
☎ 0748-22-8202　 050-5801-1135

ウェルネス講座 受講生

有酸素運動とヨガで健康に
１月15日㈬、17日㈮10：00～11：30　
500円
ヨガマット（バスタオル可）、体育館

シューズ、飲み物
ウェルネス八日市

☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

令和２年度国有林モニター

　国有林の事業運営などについて、理
解を深めるとともに、意見や要望を国
有林野行政に反映させるため国有林モ
ニターを募集します。

県内在住で、森林・林業および国有
林に関心のある20歳以上の人

１月31日㈮まで
※詳しくは近畿中国森林管理局ホーム
ページをご覧ください。

近畿中国森林管理局 企画調整課 　
　　林政推進係　☎ 06-6881-3406

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
1月７日㈫、21日㈫10：00～11：30　
500円

❷簡単！リズム体操
１月16日㈭、23日㈭10：00～11：30
500円

❶❷共通
あかね文化ホール　

☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207
0748-55-3898

子育て支援事業 参加者

未就園児事業「親子であ・そ・ぼ♪」
内容：ふれあい遊びや、季節の歌遊びな
ど親子で楽しめる内容がいっぱいです。

コース 開催日時

　 ０歳 ２月20日㈭10:00～11:30
 　１歳 ２月27日㈭10:00～11:30

２歳から ３月５日㈭10:00～11:30

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）

各コース20組（申込み先着順）
１月14日㈫から

東近江市子育て支援センター
☎ 0748-22-8201　 050-5801-1135

滋賀県がん医療フォーラム 参加者

　がんと診断されてからの暮らしの質を
上げるために必要な情報や、もしもの
時のために治療やケアについて話し合う
ことの重要性についてのフォーラムです。

２月８日㈯14：00～16：30 
滋賀県立男女共同参画センター

　「Ｇ‐ＮＥＴしが」大ホール（近江八幡市）
500人 （申込み不要）

滋賀県立総合病院財務企画室
☎ 077-582-5031

ジュニアバドミントン教室　受講生

２月15日、29日、３月7日、14日いずれ
も土曜日９：30～12：00

小学２年生～５年生
20人（申込み先着順）※ファクス不可
2,500円（全４回）
２月１日㈯ 9時から

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

通いの場づくり研修会　参加者

　高齢者が週１回以上活動する「通い
の場」づくりを応援します。活動発表
や理学療法士による体験講習、補助金
の説明、参加者交流会を行います。
◆講習「みんなで体験！ひがしおうみ元
気キラリ体操　江州音頭Ｖ er.」　

１月30日㈭13:30～15:30　
保健子育て複合施 設ハピネス２階　

多目的室１
40人 （申込み先着順）

１月23日㈭まで
長寿福祉課　☎ 0748-24-5645

050-5801-5645　  0748-24-1052

ネットでポンポイ大会　参加者

　東近江市発祥のニュース
ポーツ「ネットでポンポイ」
が楽しめます。

２月23日㈷8:30～12:00　
布引運動公園体育館
１チーム（４～６人）500円
体育館シューズ、水筒、タオル
２月３日㈪12：00まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674
050-5801-5674　  0748-24-5571

シニア対象就業支援講習会 受講生

　58歳以上の県内在住者を対象に、就
業機会拡大のための講習会を開催しま
す。
　講習内容は、旅館・ホテルスタッフ技
能講習やパソコン中級講習などです。
　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。

滋賀県シルバー人材センター連合会　
☎ 077-525-4128　  077-527-9490
ホームページ http://www.sjc.ne.jp/shigapref/

タグラグビー教室　体験参加者

１月24日、31日、２月７日、14日、21日の
いずれも金曜日18:30～20:00

湖東体育館
小学生、学校関係者など（保護者も可）
20人（申込み先着順）
3,000円 （全５回）（傷害保険含む。）　

１月４日㈯９時から
ひばり公園　☎ 0749-45-3363

050-5801-3363　 0749-45-3200

布引グリーンスタジアム講座 受講生

❶笑顔体力倍増レクリエーション運動教室
２月17日、３月２日、９日、16日のいずれも

月曜日10：00～11：00
2,000円（全４回）

❷大人のランニング教室 （中級者向き）
２月21日～３月20日の毎週金曜日

　19：30～21：00
2,500円（全５回）

❶❷共通
18歳以上
20人（申込み先着順）

２月16日㈰まで
　※水曜日、祝日の翌日は休園

布引グリーンスタジアム　
☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

0748-22-3810

～欲しい人材を逃さない！～ 求人票の
書き方・面接戦略セミナー  参加事業所

　

　事業所のＰＲ、人材確保のために必
要な手法を学べるセミナーです。

１月24日㈮10:00～12:00　
市役所新館３階313～315会議室
市内に就業場所のある事業所
50人 （申込み先着順）

１月22日㈬まで
申込書は市ホームページに掲載しています。

東近江市就労対策協議会
（商工労政課内）　☎ 0748-24-5565

050-5802-9540　  0748-23-8292

ライフロング事業講座　受講生

❶親子のＡＢＣ３期
親子で楽しく英語耳を育てましょう！

１月８日、15日、２月５日、19日、３月４日、
18日のいずれも水曜日10：00～10：45

蒲生コミュニティセンター
未就園児の親子
20組　 3,000円 （全６回）

❷男のヨガと健康運動
１月９日㈭、23日㈭ 14：00～15：30
八日市文化芸術会館　 500円

❸大人の音楽脳トレ
１月17日㈮ 10：00～11：30
八日市文化芸術会館
30人　 500円

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

0748-23-6863

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。

14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）１月7日㈫９:00から

21日㈫ 13:00～16:00 蒲生支所　２階202会議室
※直通電話で受付（先着6人）１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）１月21日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

17日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　１階市民生活相談課
※司法書士による相談（６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

15日㈬ ９:30～12:00 市役所新館　１階市民生活相談課

16日㈭ ９:30～12:00 愛東支所　１階会議室３

行政なんでも相談 22日㈬ 13:30～16:00
（13:00～受付）

ショッピングプラザアピア ４階情報プラザ
（八日市浜野町）

一般相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

９:00～12:00
13:00～16:00 市役所新館　１階市民生活相談課

消費生活相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

９:00～12:00
13:00～16:00

消費生活センター（市民生活相談課内）
・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
８日㈬

９:00～12:00
市役所新館　２階212会議室

13:00～16:00

15日㈬ 13:00～16:00 市役所本館　１階101会議室

男女共同参画
やすらぎ相談 16日㈭、30日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※予約が必要）

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

ミモリの会 ８日㈬ 10:00～12:00 市役所東庁舎　Ａ会議室

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

男性介護者の会
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）

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

ほほえみ 電話相談 （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）

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

市民生活相談課　☎ 0748-24-5616（直通）
050-5801-5616　 0748-24-0217
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■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（令和元年12 月１日）
　人口：114,379人（＋28）
　男性：57,015人（＋5）
　女性：57,364人（＋23）
　世帯数：44,891世帯（＋69）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　あけましておめでとうございます。昨
年は催しなどで取材にご協力をいただ
きありがとうございました。おかげさま
で広報コンクールで入賞できました。
　今年も広報ひがしおうみを通して東
近江市の素敵な人や物語を紹介してい
きます。（ゆ）

１月の休日歯科診療

１日㈷
藤居歯科医院（林町）
☎ 0748-42-0240

２日㈭
住井歯科医院（東沖野３丁目）
☎ 0748-22-1290

３日㈮
マキノ歯科医院 （中野町）
☎ 0748-24-5300

13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

就学援助費（入学前）
給付申請

　就学援助制度のうち新入学学用品費
の支給申請を受け付けます。審査後３月
下旬に支給します。

令和２年４月に入学予定の子どもが
いる人で、就学費用の支援が必要と認
められる人 （所得審査あり）
※新小学１年生の保護者へは入学説明
会でお知らせします。
※新中学１年生の保護者へは１月中に
学校を通じて案内します。
※申請方法、締切日など詳しくは、各小
学校または教育総務課に問い合わせて
ください。

教育総務課　☎ 0748-24-5670　
050-5801-5670　  0748-24-5694

19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。
　なお、１月は、湖東プールは対象外です。

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

滋賀県特定（産業別）最低賃金の改定

　滋賀県の特定（産業別）最低賃金は、
令和元年12月29日に改定されました。
　特定（産業別）最低賃金は、特定の産
業に雇用される労働者に適用されます。

滋賀労働局賃金室  ☎ 077-522-6654
東近江労働基準監督署 ☎ 0748-22-0394

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）

１月16日㈭9:30～11:30
市役所本館102会議室

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

ひとり親家庭等の児童入学祝金
支給事業の廃止

　ひとり親 家庭などの児 童が小・ 中
学校に入学するときに、祝金を支給す
る「東近江市母子家庭等の児童入学祝
金」の制度は、令和元年度をもって廃止
となりました。

こども政策課　☎ 0748-24-5643　
050-5801-5643　  0748-23-7501

「こどもの人権をまもる」標語
市民投票

　市内小学４年生の児童から募集した
「こどもの人権をまもる」標語の中から、

優秀作品を選定するため、市民投票を
行います。

１月14日㈫～31日㈮
市役所本館１階　こども相談支援課前
こども相談支援課　☎ 0748-24-5663　
050-5802-3275　  0748-23-7501

市民ギャラリー

◆洋画（大河原政之さん）
１月17日㈮まで

◆最上の里　えくぼ焼（菅谷文夫さん）
１月31日㈮まで

◆八日市フォトクラブ写真展 
（大谷洋史さん）

１月21日㈫～31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

農林業センサス

　農林業を営んでいるすべての世帯や
法人を対象に、２月１日を調査基準日と
して、2020年農林業センサスを行いま
す。調査の実施に当たっては、１月上旬
から下旬にかけて調査員が伺います。
　なお、調査票に記入さ
れた内容は統計法により厳
重に保護されますので、正
確な記入をお願いします。

企画課統計室　☎ 0749-45-3331
050-5801-3331　  0748-24-1457

湖国寮　入寮生

湖国寮（東京都武蔵野市西久保２-15-30）
首都圏の大学、専門学校へ進学する

18歳以上の学生
（２人部屋の場合）１日２食付き（朝

夕食）6.5万円／月
※電気・水道代は実費負担
年次途中の入寮可

(公財) 湖国協会湖国寮
（平日9:00～17:00）

☎ 0422-55-1135

令和２年１月１日発行
（通巻180号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆１月10日は「110番の日」　
　110番は、事件・事故などの緊急事態
を警察官にいち早く通報するための専
用電話です。
　110番にかけると警 察官が、「110番
緊急電話です」「事件ですか、事故です
か？」と順に尋ねていきますので、慌て
ず、落ち着いて質問に答えてください。
　110番した人は、危険がない限り警察
官が到着するまで現場にとどまり、到
着した警察官に説明をお願いします。
　また、110番通報は緊急通報専用の電
話です。警察に対する要望、問合せ、
各種相談については「東近江警察署ま
たは警察相談ダイヤル＃ 9110」までお
願いします。　　

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

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）

　

１月
１日㈷、２日㈭、３日㈮、４日㈯
５日㈰、11日㈯、12日㈰、13日㈷
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26日㈰

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）に
確認してください。

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

献血に協力してください

◆令和２年滋賀県「はたちの献血」キャン
ペーン実施中！（１月１日から２月29日まで）
　成人式を迎える「はたち」の若者をは
じめ、多くの皆さんの献血へのご協力を
お願いします。
◆全血（200ml、400ml）

１月９日㈭９:30～12:00、13：00～15：30 
市役所新館

※直接会場へお越しください。
※ 200mlについては予定数に達した時
点で終了させていただきます。

健康推進課　☎ 0748-24-5646　
050-5801-5646　 0748-24-1052

人権尊重をめざす
東近江市女性のつどい

　「人権文化の花咲くまち」の実現をめ
ざして開催します。
講演「音楽で元気に！～思いっきり笑顔
になろう～」
講師　東

とうがん

岸佐優里さん
　（日本音楽レ・クリエーション協会認定講師）　　　

１月25日㈯13:30から（受付は13:00から）
五個荘コミュニティセンター大ホール
生涯学習課　☎ 0748-24-5672
050-5801-5672　 0748-24-1375

　４月以降の入札に参加するための
資格申請です。
◆業種
①建設工事
②測量・建設コンサルタントなど
③物品および役務

１月28日㈫～１月31日㈮　
　９:00～11:30、13:00～16:00

市役所東庁舎
申請の要領および書類は、契約

検査課で配布しています。市ホーム
ページからもダウンロードできます。

契約検査課　☎ 0748-24-5614
050-5801-5614　  0748-24-5560

令和２年度令和２年度
入札参加資格審査入札参加資格審査

申請の受付申請の受付
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料

▲投稿フォーム

▲ホームページ
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