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五個荘図書館 @0748-48-2030

愛東図書館 @0749-46-2266

湖東図書館 @0749-45-2300

能登川図書館 @0748-42-7007

あかね文化センター @0748-55-0207

能登川博物館 @0748-42-6761

えいが会「バンビ」
４月16日(日)14:00～15:10
おはなし会
毎週土曜日(４月29日は除く)
13:30～14:00

ライブラリーシアター　14:00から
４月２日(日)「ポネット」(97分)
４月９日(日)「手塚治虫物語ぼくは
孫悟空」(70分)

４月16日(日) 「敦煌
とんこう

」(143分)
４月23日(日) 「ムーラン」(88分)
４月30日(日) 「セブン･イヤーズ･
イン・チベット」(136分)

おひざでだっこのおはなし会
４月６日(木)10:30から
おはなしタイム
毎週土曜日(４月29日は除く)
14:30から

えほんのじかん
４月１日(土)、15日(土)10:30～11:00
えいが会
「おばけネス湖へいく」
４月８日(土)10:30から(47分)
おはなし会
４月22日(土)10:30～11:30

子どもえいが会
「こんにちはアントン」
４月１日(土)15:30～16:00
ライブラリーシアター
「シャル　ウイ　ダンス」
４月８日(土)13:30～15:50
てんとうむしの紙芝居
「ひよこちゃん」ほか
４月８日(土)15:30～16:00

おはなし会
４月15日(土)・22(土)15:30～16:00

朝桜中学吹奏楽部定期演奏会
４月１日(土)13:30開演
月曜の朝は太極拳で〈小ホール〉
４月３日(月)・17日(月)10:00～12:00
★参加料＝300円
音楽の散歩道〈小ホール〉
エレクトーンの演奏を聞いたり、み
んなで歌ったりして、楽しいひととき
を過ごします。
４月13日(木)10:00～11:30
★入場料＝300円
有酸素運動とヨガで健康に〈小ホール〉
４月19日(水)10:00～12:00
★参加料＝300円
おはなし会〈多目的室〉
(幼児向け)４月21日(金)10:30～11:00
(児童向け)４月22日(土)11:00～11:30
親子で楽しくリトミック〈小ホール〉
音楽を使い、子どもの発達を促しま
す。
４月26日(水)10:00～11:00
★対象＝１・２歳の幼児と保護者
★入場料＝親子１組300円

澤田弘行写真展
「東近江のトンボと山野草」
４月９日(日)まで10:00～18:00
東近江の個性いろいろ展①
「ガリ版印刷の祖　堀井父子の情熱」
国内で大ヒットした印刷機「ガリ版」
を考案した堀井父子を中心に蒲生地区
を紹介します。
４月12日(水)～５月７日(日)
10:00～18:00

近江商人博物館 @0748-48-7101

「山水燦光
せんずいさんこう

大塚明　日本画展」
本市にゆかりのある大塚明さんの日
本画展。山岳や森林の自然をはじめ、
琵琶湖など県内の風景を描いた作品を
お楽しみください。
４月29日(祝)～６月11日(日)
９:30～17:00(入館は16:30まで)
★入館料＝大人200円、小中学生100円

市民ギャラリー運営委員作品展
★期間＝①４月18日(火)まで

②４月20日(木)～５月９日(火)
※展示内容はそれぞれ異なります
★会場＝市役所１階ロビー

市民ギャラリー

★応募資格＝①市内在住者②市内で
活動されている個人または団体
★応募作品＝日本画・洋画・彫刻・
写真・書・工芸など
★展示期間＝５月11日(木)～平成19

年３月13日(火)の期間中、１応募に
つき20日程度
★応募期間＝４月３日(月)～21日
(金)
★応募方法＝市生涯学習課および各
支所教育分室に設置の申請書で申し
込む

「市民ギャラリー」
展示作品を募集します

BA市民ギャラリー運営委員会
(市生涯学習課内) @0748-24-5672

東近江市女性会会員

「東近江市女性会」は、環境学習の
実践や男女共同参画の推進などの活動
に取り組むとともに、会員同士の交流
を深めています。
各地域での婦人会活動に加え、市内
全域の女性団体「東近江市女性会」で、
活動の幅を広げてみませんか。
★対象＝市内在住の成人女性
★年会費＝1,000円
BA東近江市女性会事務局
(市生涯学習課内) @0748-24-5672

「やまびこの会」のおはなし会
４月１日(土)14:00から
おひざでだっこのおはなし会
４月６日(木)、20日(木)11:00から
おはなし会
４月８日(土)、15日(土)、22日(土)
14:00から



上平木町・平田町・下羽田町・市辺
町・三津屋町・蛇溝町・瓜生津町・上
大森町・大森町・尻無町・下二俣町・
池田町・今代町・御園町・林田町・五
智町・中小路町・神田町・野村町・建
部日吉町・建部上中町・建部北町・建
部堺町・建部南町・今崎町・今堀町・
小今町・小脇町・聖和町・石塔町・平
林町・蒲生寺町・綺田町・大塚町・蒲
生岡本町・鋳物師町・下麻生町・上麻
生町・鈴町・合戸町・上南町・川合
町・木村町・宮川町・蒲生堂町・五個
荘山本町・五個荘新堂町・五個荘木流
町・五個荘平阪町・五個荘奥町・五個
荘金堂町・五個荘石馬寺町・五個荘七
里町・五個荘日吉町・五個荘小幡町・
五個荘簗瀬町・五個荘和田町・五個荘
河曲町・長勝寺町・神郷町・佐野町・
種町・今町・小川町・躰光寺町・川南
町・阿弥陀堂町・新宮町・乙女浜町・
伊庭町・能登川町・栗見出在家町
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■記号の説明…B＝申し込み先 A＝問い合わせ先

※施設などの休館日および開館時間などは施設により異なります。また、参加料などが掲載していない場合は無料です。詳しくは、お問い合わせください。

シルバー人材センター統合公告

忘れずに受けましょう
犬の登録・狂犬病予防注射

八日市図書館 @0748-24-1515

永源寺図書館 @0748-27-8050

犬の登録と狂犬病予防注射は、飼い
主の義務です。登録は犬の生涯に１度
ですが、予防注射は毎年受ける必要が
あります。登録済みの場合は、登録カ
ード(愛犬カード)をお持ちください。
★接種費用
（新規）6,200円（登録済）3,200円

★会場と時間は、自治会回覧・市ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合
わせください。

犬のフンが通学路や道端にある
と不衛生ですので、散歩中のフン
は必ず後始末をしましょう。
また、犬の放し飼いは、かみつ

く危険などがありますので、つな
ぐかオリで飼いましょう。散歩時
も綱をつけましょう。

大丈夫ですか。飼い主のマナー

A市生活環境課　@0748-24-5633
もしくは各支所市民生活課まで

市街化調整区域で自ら居住する住宅
について許可基準が緩和されます

市街化調整区域で自ら居住する住宅
を建てる場合について、開発などの許
可基準が緩和されます。緩和される区
域は、下記の町の一部です。詳しくは、
お問い合わせください。

A市開発調整課　@0748-24-5657

「高齢者やすらぎ交流ハウス」の利用

八日市上之町にある「高齢者やすら
ぎ交流ハウス」は、おおむね60歳以上の
個人やグループを対象に交流の場とし
て活用する施設です。サークル活動や
仲間との会合など幅広く利用できます
ので、お気軽にご利用ください。
なお、お申込みは利用月の２か月前
から(例えば、６月５日の利用は４月
１日から)できます。
また、同ハウスで開催しているデジ
タルカメラや手芸など教養講座の受講
や各種サークル活動への参加を希望す
る人は、お問い合わせください。
BA長寿福祉課　@0748-24-5645

平成18年４月１日付けで、社団法人

「濁水ストップ」にご協力ください

４月中ごろから５月中ごろは、耕
こう

起
き

や代かき、田植えのため農業濁水が発
生し、その一部が流出して大きな環境
問題となっています。
琵琶湖と河川を守るため、畦畔

けいはん

はあ
ぜぬりやあぜシートで確実に止水し、
排水口に止水板などを設置し、浅水代
かきで農業濁水を流さないようにしま
しょう。
A市農林振興課　@0748-24-5660

写真展「昭和30年代前後の東近江」
東近江地域の生活風景の写真40点を
大型パネルで展示します。
４月８日(土)～23日(日)
キッズ・シネマ　タンタンの冒険
「カスタフィオーレ夫人の宝石」
４月１日(土)10:30～11:13
こどもえいが会
「アルプスの少女ハイジ」
４月２日(日)14:00～15:47

「ルパン３世　風魔一族の陰謀」
４月30日(日)14:00～15:13
名画上映会「ラスト　エンペラー」
４月７日(金)13:30～16:13

今井久美子の絵と詩
うた

展
野の花や草木への思いを、水彩画や
言葉で表現した作品展。
４月16日(日)まで

東近江市シルバー人材センター、社団
法人能登川町シルバー人材センター、
蒲生町シルバー人材センターが統合
し、社団法人東近江市シルバー人材セ
ンターとして発足しましたので公告し
ます。
東近江市八日市野々宮町１番23号
社団法人東近江市シルバー人材センター
@0748-24-3741

地区名 実施日(すべて4月)

八日市
蒲　生
永源寺
五個荘
能登川
愛　東
湖　東

18日(火)・20日(木)・21日(金)
11日(火)・12日(水)・13日(木)
26日(水)・27日(木)
12日(水)・13日(木)・14日(金)
19日(水)・20日(木)・26日(水)
25日(火)
19日(水)

★運動の重点
「子どもと高齢者の交通事故防止」
「自転車の安全利用の推進」
「シートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底」
「重大事故に直結する危険運転の追
放」
A市交通政策課　@0748-24-5658

春の全国交通安全運動を実施
4月6日（木）～15日（土）



４日∏

７日ª

10日∑

11日∏･25日∏

12日π

18日∏

19日π

20日∫

21日ª

月・金曜日

★申込方法＝市住宅課に設置の申込書に必要書類を添付
★申込資格＝①自ら居住するための住宅を必要としていること②市税および国民健康
保険料などを完納していること③現に同居し、または同居しようとする親族があるこ
と④入居予定者全員の収入月額の合計が、200,000円以上で601,000円以下であること
★礼金・更新料不要
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陸上大会
★期日＝５月21日(日)
★会場＝皇子山陸上競技場(大津市)
★申込期限＝４月10日(月)
フライングディスク大会
★期日＝６月18日(日)
★会場＝竜王町ドラゴンハット
★申込期限＝５月８日(月)
BA市障害福祉課　@0748-24-5640
もしくは各支所福祉課まで

★種目＝一般・技術幹部候補生(医
科・歯科・薬剤科)
★受験資格＝平成19年４月１日現在、
20歳以上26歳未満で大卒程度の学力を
有する人。大学院修士課程修了者(見
込み含)は28歳未満
★受付期間＝４月３日(月)～５月12日
(金)
★一次試験＝５月20日(土)
※飛行要員は５月21日(日)
★入隊時期＝平成19年３月下旬
BA自衛隊近江八幡募集事務所

@0748-33-2103

平成18年度自衛官

４月の主な市民相談業務【問い合わせ：市民相談室（本庁）@0748-24-5616（直通）】

相談項目

市 民 相 談

心配ごと相談

行 政 相 談

登 記 相 談

法 律 相 談
※必ず市民相談
室の直通電話
まで予約して
ください

相　談　日

月～金曜日 ９:00～16:00

10:00～15:00

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～12:00

９:30～12:00

９:00～12:00

13:30～16:00

10:00～15:00

10:00～15:00

13:00～16:00

市民相談室

市民相談室（ただし､21日ªは12:00まで）

能登川福祉センターなごみ　２階　相談室

五個荘支所　１階　第３会議室

愛東福祉センターじゅぴあ ボランティア活動室

市民相談室

ゆうあいの家ボランティアハウス(永源寺)

蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ 相談室

五個荘福祉センター　２階　相談室

湖東支所　３階　委員会室

市民相談室（司法書士による）

12日π 13:00～16:00
能登川支所　２階　相談室
※予約受付(定員：６人)
４月５日π８:30から

19日π 13:00～16:00
湖東支所　１階　自治振興室
※予約受付(定員：６人)
４月12日π８:30から

25日∏ 13:00～16:00
市民相談室
※予約受付(定員：６人)
４月18日∏８:30から

一日年金相談 12日π 10:00～15:30 市役所別館　２階　中ホール
（A市保険年金課　@0748-24-5631）

介護者の悩み相談
（ミモリの会）

12日π ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス
（A市いきいき支援課　@0748-24-5641）

心のやすらぎ相談
６日∫

20日∫
９:00～12:00 事前予約要

（A市男女共同参画課　@0748-24-5624）

相談時間 相　　談　　場　　所

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～16:00 消費生活センター（市生活環境課内）
（相談専用電話　@0748-24-5659）

子ども相談室

面接相談
月～金曜日 ９:00～17:00

子どもセンターひばり
事前予約要（@0748-22-0120）

電話相談
月～金曜日 ９:00～16:00

にっこりよい子みんな一番
@0748-24-1111

A市人権課　@0748-24-5620（直通）

※人権擁護委員
による相談。
無料で秘密厳
守。いずれの
会場でも可。

特設人権相談

10日∑

11日∏

11日∏･25日∏

12日π

18日∏

20日∫

21日ª

10:00～12:00

９:00～12:00

９:00～12:00

10:00～15:00

13:00～16:00

10:00～15:00

13:00～16:00

愛東福祉センターじゅぴあ ボランティア活動室

永源寺支所　１階　相談室

蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ 相談室

五個荘福祉センター　２階　相談室

市役所　２階　２C会議室

湖東支所　３階　委員会室

能登川福祉センターなごみ １階 相談室

団地名

ひばり丘

家屋番号

６号棟

構　造

中層耐火
３階建

間　取

２ＬＤＫ
(約65㎡)

月額家賃

59,200～
82,100円

敷　金

246,300円

備　　考

駐車場１台
月額2,500円

平成18年度滋賀県警察官

滋賀県警察本部では、警察官を募集
しています。詳しくは、フリーダイヤ
ル(@0120-204-314)までお問い合わせ
いただくか、県警察ホームページ
(http://www.pref.shiga.jp/police)をご
覧ください。

水泳教室受講生

★対象＝年長児～小学６年生
★期間＝５月７日～６月４日の毎週日
曜日(全５回)10:00～11:00
★会場＝布引運動公園プール(今堀町)
★参加料＝4,500円
BA東近江水泳連盟(川部)

@0748-37-1010

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★距離＝9.5キロ、4.5キロ
★参加費＝１人500円★定員＝1,200人
BAてんびんの里ふれあいウォ―ク

事務局(五個荘教育分室内)
@0748-48-7100

■常時受付（受付順に決定）

特定公共賃貸住宅入居者 BA市住宅課　@0748-24-5652
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※施設などの休館日および開館時間などは施設により異なります。また、参加料などが掲載していない場合は無料です。詳しくは、お問い合わせください。

ミニ八日市大凧（２畳）づくり
講習会受講者

ウェルネス講座受講生

ミニ八日市大凧コンテスト参加者

てんびんの里ふれあいウォーク参加者

★日程＝４月17日(月)～24日(月)と５
月９日(火)～16日(火) いずれも水・
日曜日は除く19:30～21:30
★場所＝八日市大凧会館
★対象＝３人以上のグループ
★募集数＝各回先着10組
★参加料＝3,000円

★対象＝個人や団体が作成した２畳か
ら８畳のミニ八日市大凧
★参加資格＝５月28日(日)開催の八日
市大凧まつり当日に凧の説明とPRが
でき、５月21日(日)の事前説明会と飛
揚指導に必ず参加できる個人、団体
★賞＝大凧まつり大賞(２団体)、新・
東近江市誕生記念賞(２団体)、その他
賞あり
★申込期限＝５月12日(金)
BA八日市大凧まつり実行委員会
(市商工観光課内) @0748-24-5662

デジタルカメラ教室受講生

撮影の基礎や、パソコンを使って画
像の加工などを学びます。
★期間＝６月３日から毎週土曜日
13:30～15:30(６か月程度)
★会場＝高齢者やすらぎ交流ハウス

(八日市上之町)
★対象者＝おおむね60歳以上で、デジ
タルカメラとパソコンをお持ちの人。
パソコンのキーボードとマウス操作が
でき、簡単な文章が作れる人。
★定員＝先着15人
★材料費＝3,000円
★申込期限＝５月１日(月)
★電話でお申込ください。
BA長寿福祉課　@0748-24-5645

手芸教室受講生

かぎ針、棒針の基礎から学び、オリ
ジナルの作品づくりに取り組みます。
★期間＝６月13日から毎月第２・４火
曜日13:00～15:00(６か月程度)
★会場＝高齢者やすらぎ交流ハウス
(八日市上之町)
★対象者＝おおむね60歳以上
★定員＝先着10人
★材料費＝１回500円程度
★申込期限＝５月１日(月)
★電話でお申込ください。
BA長寿福祉課　@0748-24-5645

★申込方法＝４月１日(土)から先着順
(電話・郵送不可)。受講料を添えて申
し込む★受付時間＝９:00～21:00(土・
祝日は17:00まで)
★休館日＝祝日の翌日・日曜日
BA市勤労者総合福祉センター

@0748-22-8800

★対象＝おおむね60歳以上
★申込方法＝所定の用紙で申し込む
BA延命荘　@0748-22-6000

★日時＝５月21日(日)８:30から
★会場＝五個荘中央公園発着

教室名

踊 り

生 花

カラオケ

俳 句

書 道

墨 絵

ダ ン ス

民 謡

歌おう会

合 奏

楽 書 会

詩 吟

煎 茶 道

押 し 花

編 み 物

囲碁･将棋

第１・３月曜日 13:30～15:30

第１・３火曜日 ９:30～10:30

第１・３火曜日 13:30～15:30

第２火曜日 13:30～15:30

第２・４水曜日 ９:30～11:30

第２・４水曜日 13:30～15:30

第１・３木曜日 13:30～15:30

第２・４木曜日 13:30～15:30

第２・４水曜日 13:30～15:30

第１・３火曜日 13:30～15:30

第１・３木曜日 ９:30～11:30

第２・４月曜日 13:30～15:30

第１･３･４木曜日 13:30～15:30

第１水曜日 ９:30～11:30

第１・３金曜日 ９:30～15:30

第２・４月曜日 ９:30～15:30

呼吸法と
太極拳 第１・３水曜日 ９:00～10:30

曜 日 ・ 時 間

老人福祉センター延命荘事業
受講者

※は別途教材費が必要です。

講座名

茶 道
(裏千家)

５/２～８/22
毎週火曜日(15回)
19:00～21:00

6,000※

20

期　　　間
受講料(円)

定　員(人)

華 道
(池坊)

４/21～９/15
第1・3金曜日(10回)
19:00～21:00

4,000※

20

墨 絵
５/10～８/23
第2・4水曜日(８回)
19:00～21:00

4,000※

20

英 会 話
(初級)

５/８～８/28
毎週月曜日(15回)
19:30～21:00

10,500

13

英 会 話
(中級)

５/８～８/28
毎週月曜日(15回)
19:30～21:00

10,500

13

英 会 話
(上級)

(外国人講師)

５/11～８/17
毎週木曜日(15回)
19:00～20:30

13,500

10

韓国語入門
５/10～８/16
毎週水曜日(15回)
19:30～21:00

10,500

13

中国語入門
(外国人講師)

５/11～８/17
毎週木曜日(15回)
19:00～20:30

10,500

13

話し方教室
５/９～９/26
第2・4火曜日(10回)
19:30～21:00

5,000※

15

健康太極拳
５/６～９/９
毎週土曜日(15回)
９:30～11:00

9,000

15

元 気
は つ ら つ
教 室
(60歳以上対象)

５/11～７/13
毎週木曜日(10回)
10:30～12:00

6,000

15

パ ソ コ ン
(エクセル初級)

４/22(土)・23(日)
５/13(土)・14(日)
９:00～16:00

8,000

12

★サイズ＝２畳敷と８畳敷
★材料＝竹、和紙、つり糸、くく
り糸、のり
★料金＝２畳敷3 ,000円、８畳敷
10,000円※各数量限定
★新・東近江市誕生を記念し、蒲
生・永源寺・五個荘・能登川・愛
東・湖東地区の参加チームに、２
畳敷の材料を無料で提供します。
(先着６チーム)

「ミニ八日市大凧」材料あっせん

BA八日市大凧会館　@0748-23-0081


