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★会場＝市立八日市文化芸術会館
★受講料＝市内在住または在勤・在学
者6,000円、ほかは8,000円(1講座のみ
の聴講は2,000円※6/29は公開講座の
ため無料)★申込受付＝定員(700人)に
なり次第終了します。★市内在住また
は在学の高校生を無料招待(各講座20

人、申込先着順)
BA生涯学習課　@0748-24-5672

愛知川用水だより

東近江市民大学受講生

■農地転用に伴う決済金単価改正
(平成18年度)
農地転用決済金(10アール当たり)
＝382,200円、手数料＝1,750円
■賦課徴収金は前年度と同額の7,920円
A愛知川沿岸土地改良区
@0748-22-1296

名神リフレッシュ工事

★期間＝５月29日(月)5:00から６月10

日(土)6:00まで★区間＝(名神)吹田ⅠＣ
～春日井ⅠＣ上下線(延長176.4㎞)★規
制方法＝昼夜連続車線規制(工事期間
中、京都南ⅠＣからの流出はできますが、
流入はできません。また、６月３日～
４日は京都南ⅠＣ～京都東ⅠＣ間のみ交
通規制実施)
A西日本高速道路㈱関西支社
栗東管理事務所　@077-552-2284

男女共同参画啓発紙の編集委員

市では、今後のまちづくりの指針と
なる総合計画の策定に関する事項を調
査・審議していただく「東近江市総合
計画審議会」を設置します。
委員として参加していただける市民
のみなさんを募集します。
★募集人数＝３人★応募資格＝市内在
住で４月１日現在、満20歳以上の人
(ただし、国・地方公共団体の公務員
は除く)★内容＝６月から来年３月ま
での間に６回程度の会議に出席してい
ただきます(第1回予定＝６月９日
(金)10:00～)★応募方法＝企画課もし
くは各支所地域振興課に設置の応募用
紙に必要事項を記入し、まちづくりに
ついての意見書(800字以内)を添えて
お申し込みください。なお、応募用紙
は市ホームページからもダウンロード
できます。
★申込期限＝５月17日(水)★そのほ
か＝選考あり
BA企画課　@0748-24-5610

男女共同参画社会づくりに向けた啓
発紙「まる・さんかく・しかく」を現
在３人の委員で編集しています。一緒
に活動していただける人を募集します。
★募集人数＝２人
★活動内容＝啓発紙(年２回発行)の取
材、編集など
BA男女共同参画課　@0748-24-5624

東近江市総合計画審議会委員

東近江国際交流協会の会員・
ボランティア

屋外運動場照明施設の利用団体など

市内の国際交流団体が統合し、さら
に活動の場を市全体に広げることを目
的に東近江国際交流協会が設立されま
した。随時、会員を募集していますの
で、海外の姉妹都市や在住外国人のみ
なさんとの交流などに興味がある人は
ぜひご入会ください。また、ボランテ
ィア登録(ホストファミリーやスタッ
フ、外国語の得意な人)も受け付けて
います。
BA東近江国際交流協会事務局
(企画課内) @0748-24-5610

★施設名＝聖徳中学校グラウンド★利
用資格＝市内在住、在勤、在学の10人
以上で構成する団体★期間＝５月１日
～10月30日(月・水・金・土曜日)
★利用料＝１時間2,000円
BAスポーツ課　@0748-24-5674

東近江“やまの子”
キャンプ青年リーダー

市内の豊かな自然を舞台にした冒険
キャンプのお手伝いをしていただける
青年リーダーを募集します。
★日程＝８月１日(火)～６日(日)の期
間で本研修。２泊３日・３泊４日・５
泊６日の３コース。事前研修３回★会
場＝愛郷の森キャンプ場(和南町)ほか
★活動内容＝子どもたちと寝食をとも
にし、グループ活動を支援します。
★応募資格＝高校生以上でおおむね25

歳までの人。原則、事前研修と本研修
に参加できる人。
★申込期限＝５月８日(月)
BA青少年課　@0748-24-5675

５月31日(水)
19:00～21:00

6月14日(水)
19:30～21:00

先端医療振興財団理事
長・元京都大学総長

井村　裕夫さん

作家
五木　寛之さん

6月29日(木)
19:30～21:00

彦根地方気象台次長
泉　　勇さん

7月11日(火)
19:30～21:00

㈱桝一市村
ますいちいちむら

酒造
しゅぞう

場
じょう

取締役・利酒師
セーラ･マリ･カミングスさん

7月27日(木)
19:30～21:00

東京医科歯科大学名誉
教授・カイチュウ博士

藤田紘一郎さん

8月26日(土)
15:00～16:45

９月８日(金)
19:30～21:00

10月13日(金)
19:00～21:00

オペラ歌手
中島　啓江さん

東海大学教育開発研究
所次長・東海大学理学
研究科教授

秋山　　仁さん

静岡大学教授
小和田哲男さん

は、危険ですから速やかに河川内から
出るようにしましょう。
A道路河川課　@0748-24-5651

親と子のよい歯コンクール参加者

★日時＝６月８日(木)14：30～16：00

(受付14：30～14：45)★場所＝五個荘
保健センター★対象＝市内在住で平成
17年度に３歳６か月児健診を受けたむ
し歯のない幼児とその親★最優秀の親
子は６月22日(木)の東近江保健所管内
コンクールに参加していただきます

★申込期限＝５月19日(金)
BA健康推進課　@0748-24-5646



上平木町、柏木町、三津屋町、布施町、
蛇溝町、大森町、尻無町、柴原南町、
林田町、五智町、中小路町、建部下野
町、建部上中町、小脇町、八日市清水
二丁目、蒲生堂町、宮川町、伊庭町、
今町、垣見町、神郷町
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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。

児童扶養手当制度

６･７月のし尿収集業務のお休み

八日市地区(旧八日市市)および永源
寺・五個荘・蒲生・能登川地区では、
次の日程で、し尿の収集業務を休みま
す。なお、し尿収集の予約は、早めに
指定業者にお申し込みください。

A生活環境課　@0748-24-5633

今年度から新たに次の各町の一部区
域で、公共下水道が使用できるように
なりました｡

公共下水道の整備により、汲み取り
式便所は３年以内の水洗化が義務付け
られています｡なお、排水設備工事は、
市指定の工事店に限られます｡詳細は
工事店にご相談ください。工事店の一
覧表は下水道課、市民課、建築指導課
にあります｡
A下水道課　@0748-24-5665

布引運動公園体育館で土曜日に
メインアリーナが利用できます

４月に受けられなかった場合は必ず
受けてください。
★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。

あなたの相談相手
「民生委員･児童委員」

民生委員・児童委員は、地域福祉の
向上のため、市民の福祉に関する相談
や支援を行っています。日常生活に支
援が必要な人や心配ごとのある人は、
お気軽にお近くの民生委員・児童委員
にご相談ください。相談内容や秘密は
守られます。
お住まいの地区を担当する委員につ
いては、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。
A社会福祉課　@0748-24-5644
もしくは各支所福祉課まで

児童扶養手当は、父親がいない家庭
や父親が重度の障がいにある家庭の児
童の健やかな成長のため、支給される
手当です。手当は、児童を監護してい
る母または養育者に支給されます。詳
しくはお問い合わせください。
Aこども家庭課　@0748-24-5643
もしくは、各支所福祉課まで

第２次狂犬病予防注射

特別児童扶養手当は、20歳未満で身
体や精神に一定の障がいがある児童を
養育している人に支給される手当で
す。ただし、児童が公的年金を受ける
ことができるときや児童福祉施設など
に入所しているときは支給されません。
★手当額(月額)＝児童一人当たり１級
50,750円、２級33,800円★請求者およ
び配偶者、扶養義務者の前年所得によ
る所得制限があります。
A障害福祉課　@0748-24-5640
もしくは、各支所福祉課まで

地　区　名 実施日(５月)

八日市・五個荘
湖東地区
愛東地区

蒲生・能登川地区
永源寺地区

10日(水)
11日(木)
16日(火)
18日(木)
24日(水)

６月
３º・４∂・10º・11∂・17º・
18∂・24º・25∂

７月
１º・２∂・８º・９∂・15º・
16∂・17¥・22º・23∂・29º・
30∂

公共下水道が使用できます

★日時＝５月27日、６月10日、７月22

日の各土曜日９:00～21:30★対象＝市内
在住者および市内の団体(一般に限る)
★申込方法＝使用する各月１日18:00
から当日まで先着順で受付(利用は１
グループ２時間まで)※ただし５月は
２日から
★利用料(半面)＝１時間600円
BA布引運動公園体育館　@0748-25-2633

★日時＝５月10日(水)10:00～12:00、
13:00～16:00★場所＝近江八幡納税協
会(近江八幡商工会議所２階)★相談
料＝無料
A近江八幡納税協会　@0748-33-4121

税金の相談窓口を開設

特別児童扶養手当制度

平成18年度標準小作料 (10アール当たり)

※上記の標準小作料を参考に、貸し手
と借り手が協議し、決めてください。

A農業委員会　@0748-24-5682

農地の区分 標準小作料 備　　考

八日市・永
源寺・五個
荘・愛東・
湖東地区
（平成18年４
月１日改定）

蒲 生 地 区
（平成17年度
に改定済み）

能登川地区
（平成17年度
に改定済み）

11,000円

9,000円

9,000円

7,000円

5,000円

11,000円

9,000円

5,000円

13,000円

11,000円

6,000円

平地

(ほ場整備田)

平地

(ほ場整備未了田)

中山間

山間

畑

ほ場整備田

ほ場整備未了田

畑

ほ場整備田

ほ場整備未了田

畑

A生活環境課　@0748-24-5633
もしくは各支所市民生活課まで

「河辺いきものの森」
ネイチャーセンターの休館日

当センターの休館日は、月曜日と祝
日の翌日ですが、５月３日(祝)～11日
(木)の間は、５月８日(月)～11日(木)が
休館日となります。
A河辺いきももの森　@0748-20-5211

ダムからの放流に注意しましょう

永源寺ダムでは、農業用利水ダムと
して４月から農業用水がたくさん必要
になるためダムの貯水位を高くしてい
ます。このため、少しの雨でもダムか
ら放流することがあります。また、サ
イレンや放送などの警報があるとき
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５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

月・金曜日

９∏・23∏

９日∏

10日π

10日π

16日∏

22日∑

23日∏

19日ª

９:00～16:00

10:00～15:00

９:30～12:00

10:00～12:00

９:00～12:00

10:00～12:00

13:30～16:00

10:00～15:00

13:00～16:00

13:00～16:00

市民相談室

市民相談室(ただし、19日ªは12:00まで)

市民相談室

愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室

ゆうあいの家ボランティアハウス(永源寺)

五個荘福祉センター　２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

湖東支所　３階　委員会室

能登川福祉センターなごみ　２階　相談室

市民相談室(土地家屋調査士による)

17日π 13:00～16:00
五個荘福祉センター　２階　相談室
※予約受付(定員：６人)
５月10日π８:30から

24日π 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
※予約受付(定員：６人)
５月17日π８:30から

30日∏

10日π

13:00～16:00

13:30～16:00

市民相談室　※予約受付(定員：６人)
５月23日∏８:30から

アピア　４階特設会場

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

介護者の悩み相談
（ミモリの会）

10日π ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス
（A八日市保健センター　@0748-23-5050）

心のやすらぎ相談
11日∫

18日∫
９:00～12:00 事前予約要

（A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（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

９日∏

９日∏

９日∏･23日∏

10日π

16日∏

19日ª

22日∑

９:00～12:00

10:00～12:00

９:00～12:00

10:00～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

10:00～15:00

永源寺支所　１階　相談室

愛東福祉センターじゅぴあ ボランティア活動室

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　１階　１Ｂ会議室

能登川福祉センターなごみ １階 相談室

湖東支所　３階　委員会室

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

能登川博物館 @0748-42-6761

子どもえいが会
「Mr.インクレディブル」
５月６日(土)14:00～16:00
ライブラリーシアター
「時代屋の女房」
５月13日(土)14:00～15:40
てんとうむしの紙芝居
「くれよんのけんか」
５月13日(土)15:30～16:00
おはなし会
５月20日(土)・27(土)15:30～16:00

えほんのじかん
５月６日(土)、20日(土)10:30～11:00
おはなし会
５月13日(土)10:30～11:10
５月27日(土)10:30～11:30

ライブラリーシアター 14:00から
５月７日(日)
｢ルパン３世／炎の記憶｣(93分)

５月14日(日)
「時をかける少女」(104分)
５月21日(日)
「ウルトラマンティガ＆ウルトラ
マンダイナ」(110分)

５月28日(日)
「フィールド・オブ・ドリームス」
(107分)

おひざでだっこのおはなし会
５月11日(木)10:30から
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

５月11日(木)10:00～11:30
★参加料＝300円
おはなし会〈多目的室〉
(幼児向け)５月19日(金)10:30～11:00
(児童向け)５月20日(土)11:00～11:30

東近江の個性いろいろ展②
「西堀榮三郎スピリッツに学べ」
５月10日(水)～６月４日(日)10:00～18:00
メダカ探検隊

合同行政相談

春の行政相談強調週間 ５月22日～28日
役所の仕事に関する苦情や意見、要望

をお持ちの人は行政相談員までご相談く
ださい。役所との間に立ってその解決促
進を図ります。相談は無料で、秘密は守
られます。お気軽にご相談ください。
A市民相談室　@0748-24-5616

５月14日(日)13:30から(要申込)
ホタル観察会
５月27日(土)19:30から(要申込)
※自然条件により、日を変更する場
合があります。

あかね文化センター @0748-55-0207

月曜の朝は太極拳で
５月１日(月)、15日(月)10:00～12:00
★参加料＝300円
有酸素運動とヨガで健康に〈小ホール〉
５月10日(水)10:00～12:00
★参加料＝300円
親子で楽しくリトミック〈小ホール〉
５月24日(水)10:00～11:00
★参加料＝親子１組300円
音楽の散歩道〈小ホール〉

毎週土曜日13:30～14:00



小学校や養護学校に通う子どもたち
が交流を深めるために、バス旅行やキ

講 座 名 教材費開催日

情報コーナー�

平成18年5月号 広報ひがしおうみ13

■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。

ひがしおうみ
エコフリーマーケット出店者

滋賀県民体育大会参加チーム

市子育て支援センター親子体操参加者

地域交流活動「いちにのさんっé」
ボランティアスタッフ

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

「愛知川のタケノコを食べよう」参加者

★開催日時＝５月21日(日)10 :00～
15:00(雨天中止・小雨決行)★開催場
所＝市役所駐車場(八日市緑町)★募集
期間＝５月10日(水)以降10:00～18:00
★受付場所＝八日市まちかど情報館
(八日市本町・本町商店街@0748-23-
4528)★募集数＝80店(先着順)★出店
料＝500円(申込時前払・中止時返金な
し)★出品できるもの＝家庭の不用品
や環境のことを考えて手作りしたもの
★注意事項＝電話申込不可。食料品や
合成洗剤は出品できません。販売を業
にされている人は出店できません。
Aひがしおうみエコフリーマーケット
運営委員会(廃棄物対策課内)
@0748-24-5636

市勤労青少年ホーム講座受講者

深雪アートフラワー八日市グループ作品展
５月24日(水)～28日(日)10:00～18:00
※ただし、28日は10:00～16:00

名画上映会「天国の駅」(出目昌伸監督)
５月12日(金)13:30～15:43
土曜キッズ・シネマ
「トムとジェリー⑬」
５月13日(土)10:30～11:18
こどもえいが会
「じゃりんこチエ　すもう編」
５月14日(日)14:00～15:30

「ぞうのババール」
５月21日(日)14:00～14:50

3,000円
(別途材料費要)

八日市図書館 @0748-24-1515

■バレーボール予選大会
★開催日時＝６月11日(日)★会場＝湖
東体育館・蒲生体育館★参加資格＝市
内在住者で編成された男女別９人制バ
レーボールチーム(高校生以下除く)
★申込期限＝５月31日(水)
BA東近江市バレーボール協会(奥村)

@0748-23-2376
■ソフトテニス予選大会
★開催日時＝６月25日(日)★会場＝ひ

ばり公園テニスコート★参加資格＝市
内在住者で男女別２人１組(高校生以
下除く)★申込期限＝５月31日(水)
BA東近江市ソフトテニス協会(今宿)

@0748-22-2024

★日時＝６月10日(土)10:00～15:00
★場所＝葉

は

枝
え

見
み

橋下流・左岸の阿弥陀
堂町地先広場(愛知川河川敷)★内容＝
愛知川での古竹伐採、タケノコ採り体
験ほか★定員＝約100人(先着順)★持
ち物＝ノコギリ・ナタ、水筒、弁当、
タオル、軍手、ごみ袋、雨具など★参
加料(当日徴収)＝200円(保険代・材料
代)★申込方法＝住所、氏名、電話番
号を記入の上、５月31日(水)までにハ
ガキかファックスで申し込む。
BA能登川支所産業建設課

〒521-1292 東近江市躰光寺町262

@0748-42-9913 I0748-42-6125

★募集期間＝５月６日(土)まで
★受講期間＝５月～９月★回数＝９回
★対象＝15歳以上30歳未満の人(勤労
者に限らない)★定員＝各12人★そのほ
か＝傷害保険代として500円が必要

★時間＝10:00～11:30★持ち物＝上靴・
水筒★参加料＝無料★そのほか＝参加
は１人１回で、できるだけ居住地区で
参加してください。また、上記以外の
地区は、6月以降に予定しています。

【八日市地区】★日時・場所＝５月30

日(火)ウェルネス八日市、６月６日
(火)布引運動公園体育館★申込受付＝
５月15日(月)から★BA八日市子育て
支援センター@0748-22-8201
【五個荘地区】★日時・場所＝５月17

日(水)五個荘すみれ保育園★申込受
付＝５月１日(月)からBA五個荘子育
て支援センター@0748-45-5558
【永源寺地区】★日時・場所＝６月13

日(火)センター永源寺★申込受付＝５
月29日(月)から★BA永源寺子育て支
援センター@0748-27-0300

スペシャルスポーツカーニバル
★期日＝７月９日(日)★場所＝県立長
浜ドーム★申込期限＝６月５日(月)
★対象＝療育手帳をお持ちの人
BA障害福祉課　@0748-24-5640
もしくは各支所福祉課まで

BA勤労青少年ホーム　@0748-22-1288

毎月第1・3

火曜日
トールペイン
ティング

1,500円
毎月第1・3

水曜日
書　　　　道

4,500円
毎月第1・3

木曜日
菓　　　　子

5,500円
毎月第2・4

木曜日
魅力アップ

ャンプなどを年間６回行います。活動
に参加していただけるボランティアを
募集します。★対象＝中学生以上
BA青少年課　@0748-24-5675

永源寺図書館 @0748-27-8050

五個荘図書館 @0748-48-2030

永源寺・ものづくり展
永源寺に工房やアトリエを持つ作家に
よる絵画･彫刻･木工などのグループ展。
５月13日(土)～６月11日(日)
おひざでだっこのおはなし会
５月18日(木)11:00から
おはなし会
毎週土曜日14:00から

えいが会「シンデレラ」
５月21日(日)14:00～15:20
おはなし会


