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東近江市ディスコン大会参加者

　ニュースポーツ「ディスコン」の普及
と参加者相互の交流を図ります。
10月18日㈰ 8:15
湖東体育館
小学３年生以上（性別不問）で、１チー

ム当たり５人まで選手登録可。ただし、
試合に出場できる選手は３人。
１チーム当たり500円
上靴、飲み物、タオル、マスクなど
９月30日㈬まで
スポーツ課

050-5801-5674　 0748-24-5571

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月９日㈬、25日㈮10：00～11：30

❷簡単楽しく動くリズム体操
９月10日㈭10：00～11：30

❸凜
りんじく

軸（骨盤調整エクササイズ）
９月16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　 １回500円
※必ず検温を済ませてお越しください。

ウェルネス八日市
050-5801-1137

八日市布引ライフ組合職員採用試験

■技術職（上級）１人
10月18日㈰（第１次試験）
昭和59年４月２日～平成11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。
９月25日㈮12:00まで 
八日市布引ライフ組合総務課

☎0748-22-0465

中部清掃組合職員採用試験

■行政職（上級）１人
10月25日㈰（第１次試験）
昭和55年４月２日～平成11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。
10月12日㈪まで
中部清掃組合　☎0748-53-0155

URL  http://www.tyubuseisou.jp

布引体育館
第３期フィットネス教室  受講生

■教室の内容
　骨盤底筋エクササイズ、リフレッシュ
ヨガ、メンズヨガ、ZUMBA（ズンバ）、ス
テップウォーキング＆ボールエクササイ
ズ、ゆるヨガ、らく！楽！エクササイズ、パ
ワーバランスヨガＡ・Ｂ、バレトン、朝ヨガ
10月から12月
16歳以上
９月17日㈭から （申込み先着順、電

話予約不可）
※ 内容により受講料が異なります。詳し
くは、問い合わせてください。
※子ども連れでの受講はできません。

布引体育館
☎0748-25-2633　 050-5801-2633
URL   http://higashiomi-j.com/

「スクエアステップ」ボランティア
リーダー養成講座　受講生 　　 

　運動支援ボランティアリーダーの養成
講座です。スポーツ医学を専門とする大
学教員が開発した高齢者の健康・体力
づくり、認知症予防のための楽しい運動
「スクエアステップ」を学びます。
10月８日㈭、22日㈭10:00～15:00、15日

㈭10:00～11:30（全３日間）
保健子育て複合施設ハピネス
地域の高齢者サロンなどで健康づく

り活動を行いたい人
30人（申込み先着順）
2,000円（資格認定料）
９月30日㈬まで
スポーツ課

050-5801-5674　 0748-24-5571

管理指導員講習会　受講生

　市立小中学校の体育館・運動場など
学校体育施設の利用者へのマナー指
導、危険防止および施設・設備の管理
にあたる管理指導員を養成します。
９月30日㈬19:30から
市役所東庁舎東Ａ会議室
学校体育施設開放事業に登録してい

る利用団体に所属している人（新規受
講者のみ）
筆記用具、マスクなど
スポーツ課

050-5801-5674　 0748-24-5571

市文化団体連合会主催
三林京子氏　講演会

■ 三林京子氏講演会『本物のお茶を飲
んでいますか』
　女優、落語家としてもご
活躍の三林京子さんによ
る講演会です。
 ９月26日㈯14:00開演
（13:00開場）
八日市文化芸術会館
市内在住・在勤・在学の人
376人（車いす席２席含む。）※要整理券

【整理券配布場所】※先着順
生涯学習課、八日市文化芸術会館、永源
寺・五個荘・愛東・湖東・能登川・蒲生
地区のコミュニティセンター
生涯学習課
050-5801-5672　 0748-24-1375

防衛省自衛隊採用試験

区分 対象　 願書受付期間
自衛官候補
生（陸海空）

18歳以上
33歳未満 常時

防衛大学校
（推薦・総
合選抜）

高等学校卒
業（卒業見
込み含む。）
の21歳未満

９月５日㈯
～11日㈮

防衛大学校
（一般） 高等学校卒

業（卒業見
込み含む。）
の21歳未満

10月22日㈭まで

防衛医科大
学校（医学
科・看護学
科）

（看護学科）
10月１日㈭まで
（医学科）
10月７日㈬まで

※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

滋賀県シルバー人材センター
シニア対象講習会　受講生

■ガイドヘルパー講習
10月１日㈭、２日㈮、６日㈫、８日㈭、９
日㈮、15日㈭、16日㈮、21日㈬、23日㈮、
29日㈭
昭和35年３月31日以前生まれの県内

在住者　 12人
９月18日㈮　※面談（９月24日㈭）
※各自マスク着用 

公益財団法人滋賀県シルバー人
材センター連合会
☎077-525-4128　 077-527-9490
URL  https://www.sjc.ne.jp/shigapref/

未就園児事業 参加者

■未就園児事業
「親子みらいちゃんルーム」　
内容：親子でうんどうあそびをします。
開催日 開催場所

10月14日㈬
10月16日㈮
10月19日㈪

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）

10月15日㈭ 蒲生コミュニティセンター
10月21日㈬ 五個荘あさひ幼児園
10月23日㈮ 能登川にじいろ幼児園
10月27日㈫ 湖東ひばり幼児園

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
15組～25組（開催場所で異なります。）
　※申込み先着順
水筒、タオル、着替えなど
９月14日㈪から
各子育て支援センター

　八日市　 050-5801-1135
    蒲生　　 050-5802-9361
　能登川　 050-5802-9362
　五個荘　 050-5801-1150
　湖東　　 050-5802-9360

全国一斉　司法書士による
養育費の無料電話相談会 　　 

　滋賀県司法書士青年会による養育費
に関する電話相談会です。養育費でお
困りの人は、ぜひご相談ください。
※予約は不要です。
９月12日㈯10:00～16:00
■専用電話番号
☎0120-567-301（当日限り）
滋賀県司法書士青年会（高杉）
☎0748-78-0711

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。

８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）9月1日㈫９:00から

15日㈫ 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）9月8日㈫９:00から

29日㈫ 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）9月23日㈬９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

18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）

２日㈬ ９：00～11：00 鈴鹿の里コミュニティセンター ２階多目的室１
15日㈫ ９：30～12：00 五個荘支所　１階相談室

16日㈬ ９：30～12：00 市役所新館　１階市民生活相談課

17日㈭ ９：30～12：00 愛東支所　１階会議室３

29日㈫ ９：00～11：30 蒲生支所　２階２０２会議室

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
２日㈬

９:00～12:00
市役所新館　１階111会議室13:00～16:00

16日㈬ 13:00～16:00
男女共同参画
やすらぎ相談 10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
税の無料相談会
（予約制） 18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 ９月４日㈮～17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 ８日㈫ ９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

ほのぼの会 ８日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

ミモリの会 ９日㈬ 10:00～12:00 市役所本館　２階202会議室

男性介護者のつどい
16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 16日㈬ 13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

コスモスの会 17日㈭ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

カタクリの会 24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

お仕事探し相談 毎週火曜日 ９：30、10：40
13：30、14：40

商工労政課　 050-5802-9540
0748-23-8292
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

就職氷河期
世代の人向け
就労相談

毎週木曜日 ９：30、10：40
13：30、14：40

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）

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▲市ホームページ

　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

ントが変更となる可能性があり

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。

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
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広
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有

料

▼

　市では、毎月１日に発行している広報紙（38,200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。
◆広報紙への広告掲載料（１枠／月）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枠／月）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　 050-5801-5611

広報ひがしおうみ・ホームページ 広告募集

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。
９月10日㈭ 9:30～11:30
永源寺コミュニティセンター
福祉総合支援課
050-5801-5641　 0748-24-5693

し尿収集業務のお休み 　　

９月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20日㈰、21日㈷、22日㈷、
26日㈯、27日㈰

（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 

市民ギャラリー

■中西編物教室（中西道子さん）
■ 能面（八日市能面打ち同好会　西村
雅夫さん）
10月２日㈮まで
市役所本館１階ロビー
生涯学習課
050-5801-5672　 0748-24-1375

家族で素敵な休日を！
20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。
■９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

献血にご協力ください

■全血（200ml、400ml）
①９月４日㈮9:30～12:00、13:00～15:30

　②９月20日㈰10:00～12:00、13:00～15:30
①市役所本館
　② 道の駅あいとうマーガレットステー

ション
健康推進課
050-5801-5646　 0748-24-1052
 

保育士再就職支援研修会　参加者 　　

　現場経験豊富な園長や保育士が保育
の現状や最新の保育知識をわかりやす
く丁寧に説明します。保育現場への復
帰や就職に向けての一歩を踏み出して
みませんか。
10月６日㈫9:30～12:00、13:30～15:30、
　10月13日㈫9:30～12:00
　基本的には３回連続講座ですが、い
ずれかの講座のみの受講も可能です。
 滋賀県立男女共同参画センター
保育士資格を持ち、県内の保育施設

への就職・再就職を希望する人または
これから保育士資格を取得する人
９月30日㈬まで
滋賀県保育士・保育所支援センター

（一社）滋賀県保育協議会
☎077-516-9090
077-521-2117
URL   http://shiga-hoiku.jp

鈴鹿の森の学び塾
～鈴鹿の奥深さを知るシリーズ④～

　多彩なゲストから鈴鹿の奥深さを学
ぶ連続講座です。
■ゲスト　愛知川上流漁業協同組合　
　代表理事組合長　池田　則之さん
10月３日㈯13:00～15:00
道の駅 奥永源寺渓流の里 ２階
15人（申込み先着順）
９月25日㈮まで　 500円（資料代）
総合政策課　森と水政策室

☎0748-24-5524　 0748-24-1457

東近江市民体育大会参加者

■バドミントン
９月27日㈰9:00
布引体育館　 ９月10日㈭まで
１人当たり500円
■タグラグビー
10月11日㈰9:00
布引陸上競技場　 ９月30日㈬まで
スポーツ課
050-5801-5674　 0748-24-5571

■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/

■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。　　
　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２年８月１日）
　人口：113,783人（ー52）
　男性：   56,818人（－21）
　女性：   56,965人（－31）
　世帯数：45,241世帯（＋8）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　新型コロナウイルス感染症の記事を
掲載しはじめて半年。全国的に第２波
が到来し、本市でも感染者が増加し
ています。また、例年以上に猛暑続き
で熱中症にも注意が必要です。引き続
き、正しい情報をもとに一人一人の冷
静な判断や行動をお願いします。（だ）

令和２年９月１日発行
（通巻188号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

■特殊詐欺の被害防止
　特殊詐欺の発生・被害が多発してい
ます。依然として高齢者の被害割合が
高く、特殊詐欺やその予兆電話に関す
る相談も多数寄せられています。
＜だまされないための対策＞
①身近な人への情報発信
②必ず誰かに相談を！
③声かけへのご協力を！
④ 詐欺電話撃退機能付きの電話機など
を利用しましょう。
東近江警察署　☎0748-24-0110

秋の全国交通安全運動

■運動の期間　９月21日㈷～30日㈬
　ドライバーは「思いやり・ゆずり合
い」の気持ちを持って安全運転に努め
ましょう。
■運動の重点事項
① 子どもを始めとする歩行者の安全と
自転車の安全利用の確保

②高齢運転者などの安全運転の励行
③ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲
酒運転などの危険運転の防止
④ 横断歩道利用者ファースト運動の推進
（滋賀県重点）
市民生活相談課
050-5802-8484　 0748-24-0217

９月の休日歯科診療

21日㈷
阿部Ｄ歯科医院（種町）
☎0748-36-3022

22日㈷ 松吉緑町歯科（八日市緑町）
☎0748-23-5374

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

年金の相談は予約相談を

　年金の請求手続きや受給している年
金についての相談は、予約相談をご利
用ください。待ち時間が少なくスムーズ
に相談ができます。予約する場合は、
年金手帳などの基礎年金番号がわかる
ものを用意して連絡してください。
【予約相談時間帯】
火曜日～金曜日　8:30～16:00
第２土曜日　9:30～15:00
月曜日・延長開所日　8:30～18:00
【予約受付期間】
相談希望日の１カ月前から前日まで
日本年金機構彦根年金事務所
☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
☎03-6631-7521（一般電話）

保育のしごと出張相談

　滋賀県内の保育所・認定こども園な
どに就労を希望される人の相談会を開
催します。お気軽にお越しください。
※相談は無料、予約不要です。
９月16日㈬10:00～16:00
ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）
滋賀県保育士・保育所支援センター

☎077-516-9090　 077-521-2117
URL　http://shiga-hoiku.jp

生活の困りごとなんでも相談会

　生活の中での困りごとや不安・悩み
について、弁護士、司法書士、社会福
祉士などの専門職が相談に応じます。
９月27日㈰13:30～16:00
東近江市福祉センターハートピア
地域の中で日々の生活における困り

ごとを抱えている人（本人、家族、支援者）
事前予約制
ＮＰＯ法人まちの相談室よりそい

☎0748-56-1085　 050-8036-0252
0748-56-1085

主要地方道栗見八日市線のＪＲアンダーパス
（垣見隧

ず い ど う

道）が終日車両通行止めになります
　新しいＪＲアンダーパスの
道路工事に伴い、現在のアン
ダーパスは、終日車両通行止
めになります。
通行止め期間
９月１日㈫正午から
令和４年１月31日まで

道路課　 050-5801-5650
0748-24-5578

垣見踏切

現在のアンダーパスは、
歩行者・自転車用通路として
利用できます。

▲投稿フォーム
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