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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
診断士」が地域に出向き、各家庭に合っ
た省エネ・節電対策のアドバイスを無料
で行います。

「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
診断」の受診を希望される個人

100世帯（滋賀県内募集数）
12月上旬まで（定員になり次第終了）

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター
☎077-569-5301　 077-569-5304
メール ondanka@ohmi.or.jp

滋賀県交通安全スローガン

■交通安全部門：県民みんなで交通安
全をすすめる雰囲気があふれる、滋賀
県らしい特徴のあるスローガン
■自転車条例部門：「滋賀県自転車の
安全で適正な利用の促進に関する条
例」の内容を広く訴えるスローガン

県内に在住・在勤・在学の人
応募部門、郵便番号、住所、氏名、

年齢、電話番号（学生の場合は、学校名、
学年）を記入の上、郵送またはファクス、
メールで応募してください。

８月１日㈯から10月15日㈭まで
滋賀県交通対策協議会事務局

〒520-8577  大津市京町四丁目１番１号
☎077-528-3682 　 077-528-4903
メール ha08ka@pref.shiga.lg.jp　

防衛省自衛隊採用試験

　

※詳しくは、問い合わせてください。
自衛隊近江八幡地域事務所

☎0748-33-2103

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、
地域での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。（全２日間受講）
※依頼会員は、随時登録できます。登
録には印鑑が必要です。

開催日 内容

９月14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

９月15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　 ９月７日㈪まで

ファミリー・サポート・センター
050-5801-1135

ウェルネス講座　受講生

❶簡単楽しく動くリズム体操
８月６日㈭10：00～11：30

❷有酸素運動とヨガで健康に
８月19日㈬、21日㈮10：00～11：30

❸凜
りんじく

軸　骨盤調整エクササイズ
８月26日㈬13：30～15：00

❶❷❸共通
ヨガマット（バスタオル可）、体育館

シューズ、飲み物　 500円
ウェルネス八日市

050-5801-1137

下水道排水設備工事 責任技術者試験

11月25日㈬14:00～16:00
ピアザ淡海 （大津市におの浜）
3,500円　
８月18日㈫～31日㈪

※申込書は８月３日㈪から下水道課で
配布しています。申込書に必要事項を
記入の上、下水道課へ提出してください。

下水道課　 050-5801-5665
0748-24-5666

要約筆記養成講座
（手書きコース）受講生

　 

　要約筆記の技術を習得し、聴覚障害
者の社会参加を支援する要約筆記者を
養成します。

9月1日から令和３年2月2日までの火曜日
　13:30～16:30 （全17回）

滋賀県立聴覚障害者センター（草津市）
全回受講可能な18歳以上の人
テキスト代3,600円
8月21日㈮まで

滋賀県立聴覚障害者センター
☎077-561-6111　 077-565-6101

子育て支援事業　参加者

のびのび親子の教室 
「はじめまして！赤ちゃん」

　はじめて赤ちゃんを育てている母親
が対象の教室です。母親同士や保育士 
・保健師・助産師と一緒にこの時期の赤
ちゃんとの関わり方を学び合います。
■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）

９月２日㈬、９日㈬、16日㈬、23日㈬
■能登川コミュニティセンター

９月４日㈮、11日㈮、18日㈮、25日㈮
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

第１子（令和２年４月～７月生まれ）と
その母親

各会場15組（申込み先着順）
８月３日㈪～28日㈮

東近江市子育て支援センター
050-5801-1135

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４日㈫、25日㈫10：00～11：30　

❷簡単！リズム体操
８月13日㈭ 、20日㈭10：00～11：30

❸親子で楽しくリトミック（３～５歳児）
８月22日㈯10：00～11：00
園児と保護者

❹親子で楽しくリトミック（未就園児）
８月26日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者

❶❷❸❹共通
500円

あかね文化ホール
050-5801-0207　 0748-55-3898

ライフロング事業講座　受講生

❶親子サクサクお片付け講座
８月８日㈯10:00～11:30
能登川コミュニティセンター
小学生以上　 20人
親子で参加の場合1,000円

　（大人のみ700円、小学生のみ500円）
❷男のヨガと健康運動

８月20日㈭、27日㈭14:00～15:30
八日市文化芸術会館
20人程度　 500円

❸大人の音楽脳トレ
８月21日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人程度　 500円
八日市文化芸術会館
050-5801-6862　 0748-23-6863

布引グリーンスタジアム講座 受講生

❶カラダ引き締めトレーニング教室２期
９月３日から11月19日までの毎週木曜日

（祝日を除く全10回）10:00～11:15
18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ８月30日㈰まで

❷笑顔・体力倍増レクリエーション運
動教室２期

９月７日から11月16日までの毎週月曜日
（祝日を除く全10回）10:00～11:00

18歳以上　 20人（申込み先着順）
5,000円　 ９月６日㈰まで

布引グリーンスタジアム
（休園日：水曜日・祝日の翌日）

050-5802-8801

ガイドヘルパー養成講習会　受講生
（同行援護従業者養成研修 （一般課程）講習会）

　

　視覚に障害のある人の外出を支援す
るガイドヘルパーの養成講座 （全４回）
です。

Ａコース
    ９月９日㈬、10日㈭、28日㈪、29日㈫
　Ｂコース
    ９月９日㈬、10日㈭、10月７日㈬、８日㈭

滋賀県立障害者福祉センター（草津市）、 
滋賀県立視覚障害者センター（彦根市）など

5,000円 （テキスト代含む。）
８月17日㈪17:00まで（必着）

滋賀県立市視覚障害者センター
☎0749-22-7901　 0749-22-7890

今月の相談今月の相談 市民生活相談課　 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）
※弁護士による
　相談。１人30
　分。年１回限り。
　詳しくは、確認
　してください。

18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）8月11日㈫９:00から

25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）8月18日㈫9:00から

登記・相続相談
（当日受付）

21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）

登記・測量相談
（当日受付）

28日㈮ 13:00～16:00
（12：50～受付）

市役所新館　１階市民生活相談課
※土地家屋調査士による相談（6 人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

５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

21日㈮
９：30～12：00 市役所新館　１階市民生活相談課

13:00～16:00 湖東支所　１階相談室

行政なんでも
相談所 ５日㈬ 13:30～16:00 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）※受付は13:00～15:30

一般相談 月～金曜日 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 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　 050-5801-5659

人権・男女共同参画課　 050-5801-5620　 0748-24-0217

特設人権相談
５日㈬

９:00～12:00
市役所新館　１階111会議室13:00～16:00

19日㈬ 13:00～16:00
男女共同参画
やすらぎ相談 ６日㈭、28日㈮ ９:15～12:30 市役所新館（※予約が必要）

市民税課　 050-5801-5604　 0748-24-5577
税 無料相談会

（予約制） 21日㈮ 13：30～16：30 市役所　新館２階212会議室（先着６人）
※電話予約受付 ８月７日㈮～20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）

福祉総合支援課　 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 11日㈫ ９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

男性介護者のつどい
19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）

ほっとミルク 19日㈬ 13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

カタクリの会 27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　 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　 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）

行政書士相談
（予約制） 12日㈬ 13:00～16:00

八日市コミュニティセンター
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（上月） ☎080-4398-6093

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 ホームページ ▲

区分 対象　 願書受付期間

自衛官
候補生

18歳以上
33歳未満

常時受付

一般曹候
補生

（陸海空）
９月10日㈭まで

航空学生
（海）

18歳以上
23歳未満

９月10日㈭まで
航空学生
（空）

18歳以上
21歳未満
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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
クシートを用いて生活の状況を確認した
りします。※事前予約が必要です。

８月20日㈭ 9:30～11:30
能登川コミュニティセンター学習室５・６

福祉総合支援課　 050-5801-5641
0748-24-5693

し尿収集業務のお休み 　　

　土・日曜日、祝日および８月13日㈭、14
日㈮は、し尿収集と受付は行っていませ
ん。お盆前にくみ取りを予定される人は、
８月４日㈫までに申し込んでください。

（八日市、永源寺、五個荘、能登川、蒲生）
　クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107

（愛東、湖東）
　クリーンライフ湖東有限責任事業組合
　☎0749-35-5205

環境政策課　 050-5801-5633
0748-24-5692 

受給者証の更新

■国民健康保険被保険者証兼高齢受
給者証の更新
　８月１日から国 民
健康保険被保険者
証兼高齢受給者証

（保険証）が新しくなっていま
す。８月１日以降に医療機関を受診す
る際は、新しい保険証（うすむらさき色）
を提示してください。
　新しい保険証は、７月中旬に簡易書留
でお届けしています。

■後期高齢者医療被保険者証の更新
　８月１日から後期高齢者医療被保険
者証( 保険証）が新しくなっています。８
月1日以降に医療機関
を受診する際は、新
しい保険証 （うぐい
す色）を提示してく
ださい。
　新しい保険証は、
７月中旬に簡易書
留でお届けしてい
ます。

■限度額適用認定証は、高額な診療を
受けるときの自己負担額（１カ月の窓口
負担）を限度額内にとどめることができ
ます。７月末が有効期限の国民健康保
険の認定証をお持ちで、引き続き必要な
人は８月中に保険年金課または各支所
の窓口で更新の手続きを行ってくださ
い。
　なお、後期高齢者医療制度に加入し
ている人は、更新の手続きは原則不要
です。（※世帯の所得状況によっては更
新が必要な場合もあります。詳しくは、
問い合わせてください。）

保険年金課　 050-5801-5631
0748-24-5576

市民ギャラリー

■きりえと絵画の三人展　木下富男さん
８月４日㈫から28日㈮まで
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　 050-5801-5672
0748-24-1375

東近江行政組合消防職員採用試験

職　種 採用予定人数
消防職（初級） 10人程度 　

第１次試験：９月20日㈰
平成６年４月２日～平成15年４月１日

生まれの人　
※ほかにも要件があります。詳しくは、
募集要項を確認してください。

８月18日㈫まで
東近江行政組合総括管理課

☎0748-22-7620

第２回滋賀県警察官採用試験

区分 対　象 採用予定
人　   数

男性Ａ
・  昭和60年４月２日以  

降に生まれた人
・  ４年制大学を卒業

または令和３年３月
31日までに卒業する
見込みの人

５人程度

女性Ａ ２人程度

男性Ｂ
・  昭和60年４月２日

から平成15年４月１
日までに生まれた人

・  区分Ａの学歴に該
当しない人

10人程度

女性Ｂ ４人程度

第１次試験：９月20日㈰
８月31日㈪まで （インターネットでの

申込みは８月31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
☎0120-204-314（フリーダイヤル）

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

■新型コロナウイルス感染症の影響に
　よるイベントの変更について
　新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止などにより、イベントが変更とな
る場合があります。
　詳しくは、市ホーム
ページを確認いただく
とともに主催者に問い
合わせてください。

■本市の人口（令和２年７月１日）
　人口：113,835人（ー 40）
　男性：56,839人（ー25）
　女性：56,996人（－15）
　世帯数：45,233世帯（＋44）
　※（　）内は前月比

■編集後記　　
　さまざまな行事やイベントが中止、縮
小となり、寂しい限りです。子どもたち
は夏休みに入りましたが、例年の見慣
れた遊びの光景も今夏は状況が変わっ
ています。子どもたちには、今年なら
ではの過ごし方で貴重な夏の思い出を
残してほしいと願っています。（幸）

令和２年８月１日発行
（通巻187号）
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お知らせお知らせ

～20年の時を超え～
新世紀へ伝えるタイムカプセル開封

　　

　2000年に新世紀へのカウントダウン・
ウエルカム事業として、21世紀の自分や
家族、まちへのメッセージなどをタイム
カプセルに託しました。それから20年の
時を超え、タイムカプセルを開封します。

８月15日㈯９：00～16：00
　■開封式　9:00から
　■掘り起こし　9:30頃（開封式終了後）
　■引き渡し　13:00から

開封式および引き渡し
　東近江市役所本館１階ロビー
　掘り起こし
　川合寺児童公園（東近江市役所南側）

タイムカプセルにメッセージを託した人
事前に送付した案内文

※当日参加されない人には、後日、受付時 
（20年前）の住所に郵送を予定しています。

住所が変わっている人は連絡してください。
企画課　 050-5801-5610
0748-24-1457 

障害のある人の手当に関する
所得状況届の受付

　

　次の手当の受給資格者は、年に１度
「所得状況届」の提出が必要です。

　対象者には８月上旬に案内を送付し
ます。提出されないと、受給資格があっ
ても手当が受けられなくなります。忘れ
ずに提出してください。
①特別障害者手当
②障害児福祉手当
③特別児童扶養手当
■提出期間　８月12日㈬～９月11日㈮

障害福祉課または各支所
障害福祉課　 050-5801-5640
0748-24-5693

８月の休日歯科診療

10日㈷ おがわ東歯科（佐野町）
☎0748-42-8191

14日㈮ 川南歯科医院（川南町）
☎0748-42-0419

15日㈯ 加藤歯科医院（横溝町）
☎0749-45-0115

16日㈰ 井田歯科診療所（八日市金屋１
丁目）☎0748-23-4588

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

児童扶養手当「現況届」

　児童扶養手当の受給資格者は、現況
届を毎年８月に提出する必要があります。
現況届は、前年の所得状況と受給資格を
審査するもので、所得制限などで現在手
当を受けていない人も手続きが必要です。
手続きをされないと、受給資格があって
も手当が受けられなくなります。忘れずに
提出してください。
■提出期間　
　８月３日㈪～31日㈪８：30～17：15
　期間中の木曜日は19：00まで（本庁のみ）
※代理人や郵送での提出はできません。

市役所本館101会議室または各支所
こども政策課　 050-5801-5643
0748-23-7501

16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。
　ただし、施設利用については、変更
される場合があります。
■８月の対象外施設
湖東プール、永源寺温泉「八風の湯」、
クレフィール湖東「至福の湯」

生涯学習課　 050-5801-5672
0748-24-1375

広

告

有

料

　　

「子どもの人権 1１０番」　
　　　　　　強化週間
８月28日㈮～９月３日㈭

　　

　
いじめ、体罰、虐待、不登校など、

子どもの人権に関わる問題全般の相
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　

▲市ホームページ

（保険証）が新しくなっていま

公益財団法人滋賀県市町村振興協会
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