
広報ひがしおうみ　2021.8.1　1617　広報ひがしおうみ　2021.8.1
＊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

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61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４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61年４月２日か

ら平成16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

12人程度

女性Ｂ ４人程度

■第１次試験　９月19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）

バレーボールカーニバル
参加チーム

９月19日㈰9：00から
布引体育館
3,000円／チーム
８月31日㈫まで

東近江市バレーボール協会　奥村 
☎0748-23-2376

第２回東近江ジュニア
クリテリウム　参加者

　

　３歳から18歳までを対象とした自転
車ロード・レース

10月10日㈰8：30から
東近江市ふれあい運動公園特設周回

コース（栗見新田町）
1,000～2,500円（ 参 加 部

門により異なる。）
９月５日㈰まで
(一社) 滋賀県自転車競技連盟事務局

☎077-581-3318

第79回国民スポーツ大会・
第24回全国障害者スポーツ大会
カレンダーイラストコンクール作品

　カレンダーの図案に使用するスポーツ
がテーマのイラストを募集します。

県内に在住または通学している小学
生～高校生

９月30日㈭まで（当日消印有効）
第79回国民スポーツ大会・第24回全

国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備
委員会
※ 応募方法など詳しくは、滋賀県ホーム

ページを確認してください。
国スポ・障スポ推進課
050-5801-5675
0748-24-5571

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」
　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を学びます。

Ａコース：９月８日、15日、22日、29日
いずれも水曜日10：00～11：30
Ｂコース：９月10日、17日、24日、10月１日
いずれも金曜日10：00～11：30

第１子（令和３年４月から令和３年７
月生まれ）とその母親

各コース15組（ 申込 み
先着順）

８月10日㈫～９月３日㈮
保健子育て複合施設ハ

ピネス２階
東近江市子育て支援センター

050-5801-1135　 0748-29-3899

フレイル、認知症予防のための
連続講座　受講生

　びわこリハビリテーション専門職大学
の講師による高齢者向け体操教室です。

９月11日㈯、23日㈷、10月２日㈯、16日
㈯、11月６日㈯、27日㈯、12月４日㈯
全７回　いずれも14：00～16：00

八日市商工会議所４階（八日市東浜町）
東近江市民　 30人（申込み先着順）
動きやすい服装、飲み物
８月２日㈪～31日㈫

びわこリハビリテーション専門職大学
☎0749-46-2311  0749-46-2313
メール biwareha_tiiki@kanri-u.aino.ac.jp

骨髄ドナー登録説明員

　骨髄ドナー登録説明員のボランティア
を募集しています。
■活動内容
　大学、献血ルーム、ショッピングセ
ンター、市役所などの献血バス配車場
所で、骨髄バンクの呼び掛け、ドナー
登録希望者への登録の説明など

県内に在住または在学の18歳以上で
説明員研修会を受講できる人

会場までの交通費、活動費、ボラン
ティア保険加入（説明員委託後）

氏名、連絡先、年齢、研修会の受講
希望日を連絡してください。

滋賀県献血の和を広げる会
☎090-1620-4612（片岡） 0748-86-0694
メール shigawanokai@gmail.com

おつきあいのマナー教室

　相手も自分も大 切にするコミュニ
ケーション術について学び、参加者同
士の交流を図ります。

10月１日㈮10：30～12：30
能登川コミュニティセンター学習室１～４
県内在住の視覚に障害のある人
40人（申込み先着順、付き添いを含む。）
８月18日㈬～９月24日㈮

滋賀県立視覚障害者センター
☎0749-22-7901

滋賀県交通安全スローガン

■募集部門
・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
８月１日㈰～10月15日㈮
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、ファク
スまたはメールで応募してください。

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　

今月の相談今月の相談 市民生活相談課
050-5801-5616　 0748-24-0217

詳細・申込みはこちら▲

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

10日㈫

13：00～16：00

８月３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

17日㈫ ８月10日㈫9：00から

24日㈫ ８月17日㈫9：00から

登記・相続相談
（当日受付） 20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） 27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）

４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
20日㈮ 9：30～12：00 市役所新館１階市民生活相談課
24日㈫ 13：00～16：00 湖東支所１階相談室

行政なんでも
相談所 ３日㈫ 13：00～15：30 ショッピングプラザアピア４階情報プラザ※受付は12：00～15：00

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

５日㈭ 9：00～12：00
13：00～16：00 市役所新館１階111会議室

19日㈭ 13：00～16：00 市役所新館２階212会議室

９月２日㈭ 9：00～12：00
13：00～16：00 市役所新館１階111会議室

やすらぎ相談 ５日㈭、27日㈮ 9：15～12：30 市役所新館（※予約制／１人１時間以内）

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

（予約制） 20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６日㈮～19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）

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 10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

18日㈬ 13：00～15：00 NPOこもれ日
び

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 18日㈬ 13：00～15：00 能登川コミュニティセンター

カタクリの会 26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

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
の手続き

行政書士相談
18日㈬ 13：00～16：00

八日市コミュニティセンター
※予約不要・相談無料

行政書士会（上月） ☎080-4398-6093

夜間・休日
お薬電話相談

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 終日滋賀県ホームページ▲

骨髄等移植ドナー支援事業助成骨髄等移植ドナー支援事業助成ウィッグ、帽子、補整下着ウィッグ、帽子、補整下着
　　　　　　　　　　　　などのなどの購入費用購入費用をを助成助成

　ドナーの経済的負担を軽減し、骨髄などの移植およびドナー
登録の推進を図るため、助成金を交付します。
■助成内容

ドナー 事業者

骨髄 などの 提 供 に係 る入 院、
通院および面接に要した日数に
２万円を乗じた額（上限14万円）

助成対象ドナーが骨髄などの
提供のための休暇を利用して
通院などに要した日数に１万
円を乗じた額（上限７万円）

骨髄などの提供を完了した日から１年以内。ただし、提供完了
日が令和３年４月１日以降に限る。
※ 要件や申請方法など詳しくは、問い合わせるか市

ホームページを確認してください。
健康推進課  050-5801-5646  0748-24-1052

　がん患者の皆さんの就労や社会参加を応援し、療養生活
の質がより良いものになるよう、ウィッグ（かつら）や帽子、
補整下着などの購入費用の一部を助成します。
■助成対象品目
①ウィッグ（かつら）または帽子、②補整下着
　それぞれ令和３年４月１日以降に購入した日から１年以内の
ものに限る。
■助成内容
　助成対象品目１種類につき１万円（１万円に満たない場合
は、実際に購入した金額。千円未満切捨て）
※ 要件や申請方法など詳しくは、問い合わせるか市

ホームページを確認してください。
健康推進課  050-5801-5646  0748-24-1052 市ホーム
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