
広報ひがしおうみ　2021.6.1　1617　広報ひがしおうみ　2021.6.1
＊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。

≪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。

◎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

子育て支援事業　参加者

❶親子みらいちゃんルーム
　「新聞紙あそび」
　新聞紙を丸めたり、ビリビリやぶった
りしてダイナミックに遊びましょう。
開催日 開催場所

７月１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）

７月８日㈭ 五個荘あさひ幼児園

７月９日㈮ 愛東あいあい幼稚園

７月15日㈭ 蒲生コミュニティセンター

７月16日㈮ 能登川にじいろ幼児園

いずれも10：00～11：30
市内の未就園児と保護者
各会場15～20組（申込み先着順）
飲み物、着替え、新聞紙３枚程度、

ウェットティシュ
※�開催する子育て支援センターへ申し
込んでください。
東近江市子育て支援センター
050-5801-1135　 0748-29-3899
五個荘子育て支援センター
050-5801-1150
愛東・永源寺子育て支援センター
050-5802-8816
蒲生子育て支援センター
050-5802-9361
能登川子育て支援センター
050-5802-9362

❷のびのび親子の教室 
　「はじめまして！赤ちゃん」
　赤ちゃんへの関わり方や安心して子ど
もを育てる環境づくりなどについて学び
ます。
◆Ａコース
　７月６日㈫、13日㈫、20日㈫、27日㈫
　◆Ｂコース
　７月７日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬
※各コース全４回、10：00～11：30
保健子育て複合施設ハピネス２階
�令和３年２月～令和３年５月生まれの
第１子とその母親
各コース15組（申込み先着順）
６月７日㈪から７月２日㈮まで
東近江市子育て支援センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

ディスコン大会　参加者

６月20日㈰８：45から（受付８：15から）
湖東体育館
市内在住・在学・在勤の小学３年生以上

で構成するチーム（５人まで選手登録可）
１チーム500円
上靴、飲み物、タオル、マスクなど
６月４日㈮まで
スポーツ課
050-5801-5674　 0748-24-5571

滋賀県民体育大会　参加者

種目：ホッケー・セーリング・自転車・アー
チェリー・クレー射撃・少林寺拳法・ボ
ウリング・空手道・なぎなた
　本市の代表として参加する選手を募
集します。参加資格や開催日など、詳し
くは、問い合わせてください。
６月10日㈭まで
※申込多数の場合は、予選あり

スポーツ課
050-5801-5674　 0748-24-5571

弓道教室　受講者

６月26日から９月25日までの土曜日
16：00～18：00（全10回）
東近江市総合運動公園布引弓道場
高校生以上
5,000円
12人
６月20日㈰まで
東近江弓道協会�佐藤�新一

☎0748-22-5557

ウェルネス講座 受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
６月４日㈮、16日㈬10：00～11：30

❷簡単楽しく動くリズム体操
６月10日㈭10：00～11：30

❸凜軸～りんじく～骨盤調整エクササイズ
６月23日㈬13：30～15：00

❶❷共通
体育館シューズ

❶❷❸共通
40人
500円
ヨガマット（バスタオル可）、飲み物

ウェルネス八日市
050-5801-1137

ライフロング講座　受講生

❶男のヨガと健康運動
６月10日㈭、24日㈭14：00～15：30
15人

❷大人の音楽脳トレ
６月18日㈮10：00～11：30
25人

❶❷共通　 700円
八日市文化芸術会館

050-5801-6862　 0748-23-6863

あかね文化ホール　受講生

❶簡単！リズム体操
６月３日㈭、17日㈭10：00～11：30

❷有酸素運動とヨガで健康に
６月８日㈫、22日㈫10：00～11：30

❸親子で楽しくリトミック
６月19日㈯（3～6歳児）10：00～11：00
　６月23日㈬（未就園児）10：00～11：00
❶❷共通　 700円
❸ 600円

あかね文化ホール　
050-5801-0207　 0748-55-3898

シニア対象「講習会」　受講者

　令和３年度内に満60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。
■初めての手話講座
７月２日㈮、９日㈮、14日㈬、16日㈮、
21日㈬、26日㈪、30日㈮ほか10月４日㈪
までの全20日間�10：00～12：00
プエルタ大津会議室・シルバー連合

会事務所（大津市）
手話未経験で令和３年度内に満60歳
以上の県内在住者
18人
６月23日㈬までに指定の用紙を郵送
またはファクス（６月25日㈮に面談あり）
■介護送迎運転者講習
７月６日㈫、７日㈬、８日㈭いずれも
10：00～16：00
プエルタ大津会議室（大津市）
普通自動車免許を持つ令和３年度内
に満60歳以上の県内在住者
16人
６月25日㈮までに指定の用紙を郵送
またはファクス（６月29日㈫に面談あり）

滋賀県シルバー人材センター連合会
☎077-525-4128　 077-527-9490

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

（電話予約制）
※�弁護士による
相談。１人30
分。年１回限り。

８日㈫

13：00～16：00

１日㈫9：00から ※�直通電話で受付
（先着６人）

市役所新館１階
市民生活相談課

15日㈫ ８日㈫9：00から

22日㈫ 15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）

登記・測量相談
（当日受付） 25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）

２日㈬ ９：00～11：00 永源寺コミュニティセンター３階302会議室

９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

15日㈫ 13：00～16：00 湖東支所１階相談室

18日㈮ ９：30～12：00 市役所新館１階市民生活相談課

22日㈫ ９：00～11：30 蒲生コミュニティセンター２階学習室３

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　 050-5801-5659

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

特設人権相談
17日㈭ 13：00～16：00 市役所新館２階212会議室

７月１日㈭ ９：00～12：00
13：00～16：00 市役所新館２階212会議室

やすらぎ相談 10日㈭、25日㈮ ９：15～12：30 市役所新館（※予約が必要）

長寿福祉課　 050-5801-5645　 0748-24-1052
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

ミモリの会 ９日㈬ 10：00～12：00 市役所本館２階201会議室

男性介護者のつどい
16日㈬ 13：00～15：00 NPOこもれ日小田苅家（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む。

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・ＤＶ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（☎0748-24-1234）

相続等暮らしの
問題相談会 16日㈬ 13：00～16：00

八日市コミュニティセンター
※お気軽にご来場ください。

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
☎0748-78-0939
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
050-5801-5616　 0748-24-0217

健康推進員養成講座　受講生

　食生活の改善や生活習慣病の予防な
ど、市民の健康づくりの推進に取り組
むボランティアの養成講座です。
７月から12月までの間で７日間、講義
や軽い運動、地域活動など（20時間）
保健子育て複合施設ハピネス
満20歳以上の市民で、令和４年度か
ら健康推進員として活動できる人
20人
350円（ボランティア活動保険代）
筆記用具
６月18日㈮まで
健康推進課
050-5801-5646　 0748-24-1052

国税職員　採用試験

９月５日㈰（第１次試験）
京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市
令和３年４月１日において高等学校ま

たは中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して３年を経過していない人、
令和４年３月までに高等学校または中
等教育学校を卒業する見込みの人
人事院ホームページに掲載
６月21日㈪から30日㈬
　原則として、インターネッ
ト申込み
大阪国税局人事第二課
☎06-6941-5331
近江八幡税務署総務課
☎0748-33-3241

「広報ひがしおうみ」への感想

　読みやすく、親しみやすい紙面づくり
のため、広報紙への感想を募集します。　
　市ホームページの専用フォーム、また
は郵送、メール、ファクスで投稿してく
ださい。
広報課　
050-5801-5611　 0748-24-1457
ﾒｰﾙ　koho@city.higashiomi.lg.jp
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　特集　特集
　　令和２年度当初予算令和２年度当初予算

人と人、人とまちをつなぐ広報紙

　　～摘みたて～摘みたていちごいちごを堪能～を堪能～
　　春の訪れとともに、あいとうマーガレットステ春の訪れとともに、あいとうマーガレットステーー
ションのいちご狩り園がオープン。ションのいちご狩り園がオープン。
　　甘さと香りに加え、生産者の愛情がギュッと詰甘さと香りに加え、生産者の愛情がギュッと詰
まった真っ赤ないちごを５月下旬頃まで味わうこまった真っ赤ないちごを５月下旬頃まで味わうこ
とができます。（３月７日撮影）とができます。（３月７日撮影）
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特集  東近江市１００年の森づくり

特集  東近江市１００年の森づくり

撮影地　広葉樹の苗木を植樹する親子（ 政所町藤川谷 ）

撮影地　広葉樹の苗木を植樹する親子（ 政所町藤川谷 ）

▲申込みはこちら
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障害者相談員にご相談ください

　障害者（身体・知的）相談員の皆さん
です。お困りのときは相談してください。
■身体障害者相談員

氏　名 住　所 電話番号

岡野　義昭 下麻生町 0748-55-1961

田中　　弘 佐野町 0748-42-3761

伊勢　昌代 種町 0748-42-3074

中村　輝夫 青野町 0748-27-0675

脇　　眞澄 乙女浜町 0748-45-0077

池田千栄子 山上町 0748-27-1059

河村　保廣 五個荘新堂町 0748-48-2271

川越　千鶴 尻無町 0748-23-6783

西野　哲夫 妙法寺町 0748-23-0762

磯部　　真 横溝町 090-1443-4227

澤村　康夫 中里町 0749-45-0649

夏原　　稔 東沖野五丁目 0748-23-4433

川元喜代司 市辺町 0748-24-2039

岩本　都雄 沖野二丁目 090-3859-6964

大森真佐子 昭和町 FAX
0748-22-8596

■知的障害者相談員

氏　名 住　所 電話番号
山川美智子 五個荘石馬寺町 0748-48-2239
井田さだ子 幸町 0748-24-3161
黄地久美子 長町 0749-45-0125
辻　　静子 種町 0748-42-5168
森田　礼子 鋳物師町 0748-55-2343
廣瀬　浩子 市辺町 0748-22-3462

※いずれも任期は、令和５年３月31日まで
障害福祉課
050-5801-5640　 0748-24-5693

市民ギャラリー

■祝120周年　近江鉄道八日市駅舎と
グリーンロードを描く！！（琵琶湖ヨシペ
ンスケッチ同好会�代表�井上�弘さん）
６月25日㈮まで
市役所本館１階ロビー
生涯学習課
050-5801-5672　 0748-24-1375

　　

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使ったもの
わすれ度合いの判定やチェックシートを
使った生活の状況の確
認などをします。
※事前予約が必要です。
６月10日㈭9：30～11：30
蒲生コミュニティセンター学習室３・４
地域包括支援センター
050-5801-5641　 0748-24-5693

ヘイトスピーチ、許さない。

　「ヘイトスピーチ解消法」が施行され
て、６月３日で５年になります。
�　ヘイトスピーチ問題への理解は進ん
できてはいるものの、いまだに国民全
体に理解が広まったとは言えません。
�　ヘイトスピーチは許されないという意
識をより一層普及させるため、引き続き
広報・啓発活動を行うとともに、ヘイト
スピーチによる不当な差別、偏見、い
じめなどの被害に遭った人からの人権
相談を受け付けています。
　困った時は、一人で悩まず、私たちに
相談してください。�
■みんなの人権110番
☎0570-003-110
■外国語人権相談ダイヤル
☎0570-090-911
人権・男女共同参画課
050-5801-5620　 0748-24-0217

し尿収集業務のお休み

６月 ５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
19日㈯、20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�

カイゴとフクシ就職フェアinしが

　県内で福祉事業を展開する法人が集
う県内最大級の就職フェアです。５つ以
上のブースを訪問すると特典があります。
６月19日㈯�１部▶10：00～12：30���������

２部▶13：30～16：00
大津合同庁舎（大津市松本1-2-1）
６月26日㈯�１部▶10：00～12：30　　�

２部▶13：30～16：00
キラリエ草津 ( 草津市大路二丁目1-35)
７月10日㈯13：00～16：00
オンライン開催
滋賀県介護・福祉人材センター

☎077-567-3925

労働保険の年度更新手続き

　６月１日㈫から７月12日㈪までの間に
申告・納付をお願いします。
■申告書の受付・相談会
７月２日㈮9：30～16：00
　７月６日㈫9：30～16：00
東近江労働基準監督署
☎0748-41-3367
■保険料の申告・納付
最寄りの労働局または労働基準監督

署・金融機関
滋賀労働局労働保険徴収室　

☎077-522-6520

■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３年５月１日）
　人口：113,384人（ー110）
　男性：56,627人（ー62）
　女性：56,757人（ー48）
　世帯数：45,668世帯（＋58）
　※（　）内は前月比

■編集後記　　
　新型コロナウイルス感染症がまん延
する中、わが家では家族と過ごす時間
が増え、会話時間も増えたように感じ
ます。皆さんのご家庭でも会話の中に
広報ひがしおうみに関することが話題
に挙がり、家族団らん、楽しいコミュニ
ケーションにつながれば幸いです。（晴）

令和３年６月１日発行
（通巻197号）
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お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

■覚醒剤等薬物乱用の防止
～ダメ！ゼッタイ！薬物は魔物です！！～
　覚醒剤や大麻に関する事件のニュー
スは、後を絶ちません。
　県内における令和２年中の薬物事犯
検挙人員は162人で、前年よりも34人増
加しました。一方、東近江警察署にお
ける令和２年中の薬物事犯検挙人員は
17人で、前年よりも５人増加しています。
　覚醒剤事犯の特徴は、過去に覚せい
剤で検挙されたことのある者が約６割
を占めており、再犯率が高いことや低
年齢化が挙げられます。
　また、違法薬物の密売は、暴力団の
大きな資金源となっています。
　薬物乱用者の多くは、好奇心から軽
い気持ちで使い始めますが、薬物の強
い依存性によって、自分の意志ではや
められなくなります。
　違法薬物には絶対に手を出さないで
ください。
■薬物に関する情報・相談等の連絡先
東近警察署　☎0748-24-0110
相談電話：県民の声110番
☎077-525-0110

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、カードの裏
面に記載している施設で入館料などが無
料（一部負担あり）となります。ただし、
大人のみや子どものみ、または家族以
外での利用は除きます。
生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

男女共同参画研修の参加費補助 　　

　男女共同参画に関する研修会の参加
に必要な費用の一部を補助します。
■対象とする研修
　日本女性会議2021�in�甲府、そのほ
か公的機関が主催する研修会
■対象経費　参加費、交通費、宿泊費
■補助率　２分の１（上額２万円）
２人（申込み先着順）
６月25日㈮まで
人権・男女共同参画課
050-5801-5620　 0748-24-0217

特定計量器の定期検査

　市内の事業所・店舗を対象に、特定
計量器の定期検査を行います。
■検査日程
地区 日時・場所

永源寺 ６月29日㈫10：00～12：00
永源寺支所車庫

愛東・湖東 ６月29日㈫13：30～15：00
湖東支所駐車場

五個荘 ７月１日㈭10：00～12：00
ぷらざ三方よし

蒲生 ７月１日㈭13：30～15：00
蒲生支所公用車庫

八日市 ７月２日㈮10：00～15：00
市役所公用車庫

能登川 ７月５日㈪10：00～15：00
能登川支所車庫

商工労政課
050-5802-9540　 0748-23-8292

屋根屋根 大丈夫大丈夫
0120-272-8520120-272-852
（株）三 共ハウスドクター

は ？
補修
葺替え 塗 装 増改築漆 喰雨漏れ

ローン
  OK！

【本　　社】彦根市和田町41-11
【近江八幡支店】近江八幡市十王町339-6-102

（令和３年度スローガン）  

水道週間  水道週間  ６月１日㈫～７日㈪６月１日㈫～７日㈪�
� 水道課　
� 050-5801-2061　� 0748-22-6962
� 愛知郡水道事務所　
� 050-5801-0900　 0749-46-8020

生活も ウイルス予防も 蛇口から生活も ウイルス予防も 蛇口から

▲投稿フォーム

（令和３年度キャッチフレーズ）

＜男女共同参画週間＞＜男女共同参画週間＞
６月23日㈬～29日㈫６月23日㈬～29日㈫

　�　�６月23日㈬は東近江市の６月23日㈬は東近江市の
                              「男女共同参画の日」です。「男女共同参画の日」です。

『女だから、男だから、『女だから、男だから、
ではなく、ではなく、

私だから、の時代へ。』私だから、の時代へ。』

　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 広報ひがしおうみ・ホームページ 広告募集広告募集

広

告

有

料

▼


