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＊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

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：「うんどうあそび」について

開催日 開催場所

①10月13日㈬
②10月14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）

③10月15日㈮ 五個荘あさひ幼児園

④10月20日㈬ 能登川にじいろ幼児園

⑤10月21日㈭ 蒲生コミュニティセンター

⑥10月26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
①②各15組、③⑥各25組、④20組、

⑤18組（申込み先着順）
水筒、タオル、着替え
９月13日㈪から

※⑥は、10月12日㈫に受付を終了します。
各子育て支援センター

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

管理者指導員講習会（後期）

　今年度下半期に市立小中学校の体
育館や運動場などの学校体育施設を利
用するに当たり、利用者のマナー指導、
危険防止および施設・設備の管理に当
たる管理指導員を養成するための講習
会です。

９月29日㈬19：30から
市役所東庁舎東Ｄ会議室
学校体育施設開放事業に登録してい

る利用団体に所属する人（新規受講者
のみ）

筆記用具
講習会の前日までに申込書に所属団

体・氏名・連絡先を記入の上、申し込ん
でください。

スポーツ課
050-5801-5674
050-5801-5674

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３日㈮、22日㈬ 10：00～11：30

❷簡単楽しく動くリズム体操
９月９日㈭10：00～11：30

❸凛軸～りんじく～骨盤調整エクササイズ
９月15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
➍ファイナンシャルプランナー２級講座

９月27日から令和４年３月７日までの
月曜日の内、全16回 （19：00～21：00）

ファイナンシャルプランナー３級合格
者や労務、経理などの実務経験者

16,000円（別途テキスト代2,480円お
よび資料代500円が必要）
➎国民健康保険軽運動教室
　カラダらくらくヨガ

９月10日、10月８日、29日、11月12日、26日、
12月10日の金曜日（全６回） 13：30～14：30

国民健康保険加入者 2,000円 （６回分）
上記以外の人 2,500円（６回分）

ヨガマット（バスタオル可）、飲み物
❶～❺共通

ウェルネス八日市　　
050-5801-1137

東近江文学祭作品

◆応募作品部門
　短歌２首、俳句２句（当季雑詠）、冠
句２句（冠題：黄金波、マイネーム）、詩
１編（自由、長文は不可）
◆応募方法
　一人何点でも応募できます。応募用紙
は原稿用紙や便せんなど自由。ただし、
部門ごとに別用紙で応募してください。
◆応募資格
　東近江文学会会員および市内在住者
◆応募期間
　９月20日㈷から10月10日㈰まで
◆出詠料
　1,000円（応募数不問）
◆作品の送付先
　東近江文学会代表　植田茂太郎さん
または東近江文学会各サークル代表に
お渡しください。（出詠料は郵便小為替）

〒527-0166
東近江市愛東外町684-1
植田茂太郎
☎ 0749-46-1770

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、センターにて随時登録

できます。登録には印鑑・本人確認
できるもの（写真入り）が必要です。

開催日 内容

10月６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

10月８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、本人確認できるも

の（写真入り）
９月29日㈬まで

ファミリー・サポート・センター
050-5801-1135

滋賀の眺望景観ビューポイント

　琵琶湖をはじめ、
県内各地の眺望景観
ビューポイントを募
集します。
◆対象の眺望景観

・ 自然や街並みを含んだ風景であること。
・  ビューポイントから見える、風景の範囲が

おおよそ２キロメートル以上であること。
・  風景以外の被写体 （電車、花、建築物

など）の写真に占める割合が、おおよそ
５割以下であること。

◆応募方法
　一人何点でも応募できます。
①応募用紙と②ビューポイントから眺望
景観をイメージできる写真（①のみの応
募も可）をメールで送付してください。

11月30日㈫まで
滋賀県土木交通部都市計画課景観係

☎077-528-4184
応募は、こちらから▶

太郎坊ウォーク  参加者

　箕作小学校を発着点とし、勝運の神
が宿るパワースポットである太郎坊宮周
辺の約8.5キロメートルのコースを歩き
ます。標高約300メートルの瓦屋禅寺や
太郎坊宮から見える展望が一番の見ど
ころです。

10月３日㈰８：30～11：30（雨天中止）
箕作小学校 （小脇町377）
市内在住、在学または在勤している人

（小学生以下は、保護者同伴）　 50人
マスク、帽子、水筒、汗拭きタオルなど
９月24日㈮まで

スポーツ課
050-5801-5674　 0748-24-5571

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月14日㈫、28日㈫10：00～11：30

❷簡単！ リズム体操
９月２日㈭、16日㈭10：00～11：30

❶❷共通
700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

➊プリザーブドフラワー
　ハーバリウム編

９月４日㈯13：30～15：00
15人（当日受付）

❷男のヨガと健康運動
９月９日㈭、30日㈭14：00～15：30
15人（当日受付）　
➌大人の音楽脳トレ

９月17日㈮10：00～11：30
25人（当日受付）　
➊❷❸共通

700円 （➊は別途、材料費が必要）
八日市文化芸術会館

050-5801-6862　 0748-23-6863
◆ライフロング後期講座 （約50講座）募集！
詳しくは、募集チラシまたは当館ホーム
ページをご覧ください。

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

14日㈫

13：00～16：00

９月７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

21日㈫ ９月14日㈫9：00から

28日㈫ ９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）

１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

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

21日㈫ 9：30～12：00 五個荘支所１階相談室

28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 16日㈭ 13：00～16：00 市役所新館１階111会議室

やすらぎ相談 ９日㈭、24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） 16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２日㈭から

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：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

ミモリの会 ８日㈬ 10：00～12：00 市役所本館２階201会議室

じゃがいもの会 14日㈫ ９：30～11：30 五個荘コミュニティセンター

ほっとミルク 15日㈬ 13：00～15：00 能登川コミュニティセンター

男性介護者
のつどい

15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）

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 30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・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）

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

今月の相談今月の相談
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