
広報ひがしおうみ　2006.10.1 12

二
に

胡
こ

の演奏を聞いたり、みんなで歌っ
たりします。

　10月12日㈭10:00～11:30 300円
◆おはなし会
 （幼児向け）10月20日㈮10:30～11:00              
 （児童向け）10月21日㈯11:00～11:30
◆親子で楽しくリトミック
　音楽を使い、子どもの発達を促します。
　10月25日㈬10:00～11:00 １・２歳の
　幼児と保護者 １組300円
◆松永貴志 JAZZ LIVE 2006（全席指定）
　10月14日㈯ 14:00 から
　 前売り3,000円、当日3,500円

能登川博物館　☎0748-42-6761

◆MOA美術館能登川児童作品展
　10月６日㈮～８日㈰
◆秋を染めよう（申し込みが必要）
　身近な秋の植物を使った染色体験。
10月14日㈯13:30から

◆秋のキノコ観察会（申し込みが必要）
　猪子山にある20種類以上のキノコが
　観察できます。 10月21日㈯13:30から
◆トールペインティング作品展
　10月28日㈯～11月12日㈰

八日市文化芸術会館  ☎0748-23-6862

◆高橋瞳  LIVE  in  滋賀（全席指定）
　11月10日㈮19:00から 3,600円

八日市大凧会館　☎0748-23-0081

企画展「浮世絵で現れた凧」
　凧が描かれた浮世絵50点を３つの期
　間に分けて紹介します。
　第１部：10月12日㈭～10月24日㈫
　第２部：10月26日㈭～11月７日㈫
　第３部：11月９日㈭～11月27日㈪
　※第１・２部の両方に来館すると、第
　３部が無料になります。
　 200円（小･中学生100円）
100畳敷大凧「非戦の誓い」製作風景ビ
デオ上映会　10月14日㈯19:30～20:30
　 八日市大凧会館別館 70人

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

◆深尾初美の和紙絵の世界
　10月７日㈯～15日㈰
◆野草鉢と押花展
　10月27日㈮～31日㈫

第１４回能登川ふれあいフェア
日時　10月22日㈰9:30～15:00小雨決行
場所　ふれあい運動公園（栗見新田町・愛知川河川敷）
■各種団体による展示・物産販売など
■リサイクルフリーマーケット
■ステージイベント
・キャラクターショー（11:20、14:00から）
　『それいけ！ アンパンマンショー』
・演技披露：能登川南小学校バトン部、能
登川中学校和太鼓演奏、能登川水車太鼓
・スマイルパフォーマー（Ｑちゃん）
■ふわふわドーム
　そのほか、能登川消防署はしご車や機関車トーマスもあるよ!!

能登川支所地域振興課　☎0748-42-9910

てんびんの里ふれあい広場２００６
日時　10月28日㈯10:00～14:00 小雨決行
場所　五個荘中央公園（五個荘小幡町・五個荘支所前）
■ステージショー
・「轟

ごう

轟
ご う

戦隊ボウケンジャー」ショー
（10:10、12:45から）
・てんびん太鼓「郷

きょう

音
お ん

」「飛
ぴ

鼓
こ

」の演奏
（10:55から）
・よさこいソーラン「江州大舞隊」（11:45から）
■新鮮野菜朝市（12:00まで）
■各種団体による模擬店・物産販売など
五個荘支所地域振興課　

　☎0748-48-7301

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

ⓒ 2006 テレビ朝日・東映AG・東映

観覧
無料

■オープニングコンサート あつまれ！ドーンと和太鼓（市内和太鼓チーム出演）
10月22日㈰ 10:15開演 市役所本庁舎の来客用駐車場

■音楽鑑賞イベント 東近江市に響く吹奏楽の息吹（大阪市音楽団出演）
11月11日㈯ 14:00開演 八日市文化芸術会館

■映画鑑賞イベント ワクワク！ドキドキ！みんな集まれ！コミュニティシアターへ
※上映スケジュールは、各戸配布の市芸術文化祭総合プログラムに掲載
■コミュニティフェスタ（市内各地区ごとの発表会）
11月25日㈯ 13:00開演 八日市文化芸術会館

■芸能フェスティバル（約35団体が歌や楽器演奏などを発表）
11月26日㈰ 10:00開演 八日市文化芸術会館
生涯学習課　☎ 0748-24-5672

第２回第２回

観覧無料
それいけ！アンパンマンショー

「轟轟戦隊ボウケンジャー」ショー
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項目は、（日時）、（場所）、（対象）、（定員）、（費用）、（持ち物）、（申し込み方法・申
し込み先）、（問い合わせ先）になります。費用の記載がないものは無料です。

※施設の休館日および開催時間などは各施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。

日本語ボランティア養成講座受講者

　東近江国際交流協会では、外国籍の
市民が対象の日本語教室で指導をして
いただけるボランティアの養成講座を開
催します。
開催日 内容

11月４日㈯ 日本語を教えるために
（ティーチャートーク）

11月11日㈯ ティーチャートークを用い
た日本語の初級の教え方

11月18日㈯ ツールの利用や学習者の
身体を動かすドリル

11月25日㈯ ボランティア活動「八日市
日本語教室」

★講師＝原田朋子さん（同志社女子大
学日本語日本文学科非常勤講師）、八
日市日本語教室ボランティア 14:00～
16:00 市役所別館（八日市緑町）
先着30人 500円 受講料を添えて10
月20日㈮まで

企画課　☎0748-24-5610

市美術展覧会の開催と作品募集

洋画・彫刻彫塑・書 11月１日㈬～５日
㈰、日本画・美術工芸・写真 11月８日
㈬～12日㈰9:00～17: 00※５日・12日は
15:00まで ともに八日市文化芸術会館

生涯学習課　☎0748-24-5672

愛知川河川敷広場の利用者

★施設＝グラウンドゴルフ場（今代町）
※16ホール★利用時間＝9:00～18 :00
（６～８月は19:00まで）※水曜日は除く
１人当たり半日300円
スポーツ課　☎0748-24-5674

八日市図書館　☎0748-24-1515

◆こどもえいが会　14:00から
　10月８日㈰くまのプーさん（74分）　　
   10月22日㈰忍たま乱太郎（45分）　
◆結城登美雄講演会「地産地消で地域
　の再生を」10月９日㈷14:00から
　 愛東福祉センターじゅぴあ
　 八日市図書館まで
◆作家・川端誠さんの「大人のための
　絵本講座」　10月11日㈬19:00から
◆碧水会・書道展   10月11日㈬～15日㈰
◆名画上映会「誰がために鐘は鳴る」
　10月13日㈮13:30～15:40
◆名刺サイズのミニミニスケッチ展
　10月17日㈫～26日㈭
◆おはなしのじかん    10月28日㈯15:00から
◆手作り絵本展 10月29日㈰～11月12日㈰
◆えほんのじかん　毎週土曜日14:30から

永源寺図書館　☎0748-27-8050

◆雑誌リサイクルフェア
　10月５日㈭～26日㈭
◆おひざでだっこのおはなし会
　10月５日㈭・19日㈭11:00から
◆山の可能性をさぐる
　①記録映画上映②姫田忠義・小貫雅
　男対談　10月７日㈯ 13:30～17:00
　 永源寺公民館センター永源寺
◆まちの観察「永源寺を歩き 日常を採
　集する」（申し込みが必要）
　10月22日㈰ 10:00 から 先着20人
◆おはなし会　毎週土曜日14:00から

五個荘図書館　☎0748-48-2030

◆手作り絵本展　10月１日㈰
◆ベトナム少女たちの刺しゅう作品展
　10月７日㈯～22日㈰
◆えいが会「ピーターパン」

　10月15日㈰14:00～15:17
◆糸あやつり人形劇団みのむし
　「パズル博士・消えたルビーの巻」
　10月29日㈰ 14:00～15:00
◆おはなし会　毎週土曜日13:30～14:00

愛東図書館　☎0749-46-2266

◆おひざでだっこのおはなし会
　10月７日㈯10:30～11:00
◆おはなし会　
　10月14日㈯10:30～11:30
　10月28日㈯10:30～11:10
◆えほんのじかん
　10月21日㈯10:30～11:00

湖東図書館　☎0749-45-2300

◆子どもえいが会「スヌーピーとかぼちゃ
　大王」　10月７日㈯15:30～16:00
◆ライブラリーシアター「野菊の墓」
　10月14日㈯14:30～15:45
◆てんとうむしの紙芝居
　10月14日㈯15:30～16:00
◆おはなし会
　10月21日㈯・28日㈯15:30～16:00

能登川図書館　☎0748-42-7007

◆おひざでだっこのおはなし会
　10月５日㈭10:30から
◆造形作家・茗

みょう

荷
が

恭介さん講演会「水
　の畔から｣　10月７日㈯15:00から
◆毎日新聞社･塩田敏夫さん講演会「能
　登川図書館との出会い｣　
　10月14日㈯13:30から
◆茗荷恭介・乾千恵 二人展「子どもの
　時間｣　10月22日㈰まで
◆ライブラリーシアター　14:00から
　10月１日㈰長靴をはいた猫・80日間 
　世界一周（75分）／８日㈰フィールド・
　オブ・ドリームス（107分）／15日㈰ブ
　ラック・ジャック（94分）／22日㈰OK
　牧場の決斗（111分）
◆おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

あかね文化センター　☎0748-55-0207

◆月曜の朝は太極拳で　10月２日㈪・16
　日㈪10:00～12:00 300円
◆有酸素運動とヨガで健康に
　10月11日㈬10:00～12:00 300円
◆音楽の散歩道

出展作品を募集します
★部門＝洋画・彫刻彫塑・書・日本
画・美術工芸・写真 ★対象＝市内在
住または在勤・在学者および次の郡
市の在住者（近江八幡・蒲生・愛知・
犬上・彦根）※中学生以下は除く 
★そのほか＝会場への搬入日は10月
27日㈮・28日㈯ 各支所・教育分室・
市立公民館・図書館に設置の募集要
項をご覧ください。

図書館の蔵書検索が携帯電話
からできるようになりました
　市立図書館の蔵書検索が、
携帯電話用のホームページか
らできるようになりました。
　また、新着図書の情報も掲載して
いますので、ご利用ください。
http://www.library.yokaichi.shiga.jp/mobile/
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東近江地域障害者生活支援センター 
　あかね寮（小脇町）
あかね寮  ☎0748-23-6776

行政書士無料相談窓口の開設

　遺言や相続、許認可申請など、暮らし
に役立つ手続きについてお答えします。
行政書士電話無料相談
★電話番号　☎077-525-0360
10月２日㈪10:00～16:00

許認可手続無料相談所
10月９日㈷13:30～16:00
西友・八日市店
滋賀県行政書士会  ☎0748-52-4858

　

さざんか学習受講生

◆講座名：メイクアップ講座
　自然で透明感のあるメイクや、顔の形
に合う眉の描き方などを学びます。
10月11日㈬20：00～21:50 先着10人

◆講座名：正しい姿勢・歩き方講座
　体に負担にならず、しかも若く見える
姿勢と歩き方を学びます。体のゆがみを
改善するストレッチもあります。
10月４日㈬20：00～21:50 先着10人
みすまの館（池庄町） １講座1,000

円、２講座1,400円 受講料を添えて湖
東公民館（湖東体育館内）まで

湖東公民館　☎0749-45-0950

市民体育大会参加者

★種目＝バスケットボール
11月26日㈰9：00から 布引運動公

園体育館ほか 男子12チーム、女子４
チーム※応募多数は抽選 10月27㈮ま
で★そのほか＝参加資格など詳しくはお
問い合わせください。

スポーツ課　☎ 0748-24-5674

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★種目＝ビームライフル　
11月19日㈰ 県立障害者福祉センタ

ー（草津市） 10月16日㈪まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　もしくは各支所福祉課まで

湖
う み

づくりフォーラム参加者

　作家の立松和平さんや嘉田由紀子滋
賀県知事などが出演し自然環境を再生
する道や、漁場として、生物をはぐくむ場

としての湖を取り戻す方法を考えます。
11月12日㈰12:30～16:00 びわ湖ホ

ール（大津市） 10月20日㈮まで
全国豊かなうみづくり大会準備室

　☎077-528-3881

10月の主な市民相談業務【 市民相談室（本庁）☎0748-24-5616（直通）】
相談項目 相談日 相談時間 相談場所
市民相談 月～金曜日 9:00～16:00 市民相談室

心配ごと相談 月・金曜日
※９日㈷を除く 10:00～15:00 市民相談室（ただし、20日㈮は 12:00まで）

行政相談

６日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
17日㈫･31日㈫ ９:30～12:00 市民相談室
17日㈫ 13:00～16:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
17日㈫ 13:30～16:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
18日㈬ ９:00～12:00 ゆうあいの家ボランティアハウス（永源寺）
18日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
19日㈭ 10:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
20日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　３階委員会室

登記相談 20日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による）

法律相談
※市民相談室の　 
　直通電話まで　
　予約してくだ
　さい。

11日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）10月４日㈬８:30から

18日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　１階相談室※予約受付（定員６人）10月11日㈬８:30から

24日㈫ 13:00～16:00 市民相談室※予約受付（定員６人）10月17日㈫８:30から

特設人権相談 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。

６日㈮ 10:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
10日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　相談室

10日㈫･24日㈫ ９:00～12:00 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
11日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
17日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
20日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　３階委員会室
20日㈮ 13:00～16:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室

心のやすらぎ相談 ５日㈭･19日㈭ ９:00～12:00 予約が必要男女共同参画課　☎0748-24-5624

一日年金相談 11日㈬・
11月８日㈬ 10:00～15:30 １週間前（10/4・11/1）までに予約が必要滋賀社会保険事務局　☎0749-23-1116

介護者の悩み相談
（ミモリの会） 11日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス八日市保健センター　☎0748-23-5050

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予約が必要（☎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

　役所や公社、公庫、公団などの仕事
に対する苦情や要望などをお持ちの
人は、行政相談員まで、お気軽にご相
談ください。
　相談は無料で、匿名でもできます。
市民相談室　☎ 0748-24-5616

行政相談週間 10月16日～22日

※平成18年9月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,372人 （＋24）

男： 58,425人 （＋22）
女： 59,947人 （＋２）

世帯数● 39,471世帯（＋45）
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項目は、（日時）、（場所）、（対象）、（定員）、（費用）、（持ち物）、（申し込み方法・申
し込み先）、（問い合わせ先）になります。費用の記載がないものは無料です。

※施設の休館日および開催時間などは各施設により異なります。詳しくはお問い合わせください。

10・11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。

10月
１日㈰･７日㈯･８日㈰･９日㈷
14日㈯･15日㈰･21日㈯･22日㈰
28日㈯・29日㈰

11月
３日㈷･４日㈯ ･５日㈰･11日㈯
12日㈰･18日㈯･19日㈰・23日㈷
25日㈯･26日㈰

生活環境課　☎0748-24-5633

市消費生活展

★ゆたかな消費生活とうつくしいわが街
をめざす標語・ポスター入選作品の展示
※21日㈯13:00から表彰式★消費生活パ
ネルやリサイクル作品の展示★乳酸菌
や酵母菌などに、米ぬかやもみ殻を混ぜ
合わせ発酵させた堆肥「ＥＭぼかし」の
作り方と活用法★木粉や木の皮などの
廃材などから固形燃料を作るクラフト教
室★竹かご作りなど 10月21日㈯・22
日㈰ 10:00～17:00※22日は16:00まで
アピア４階（八日市浜野町）
生活環境課　☎0748-24-5633

10月10日は児童手当の支給日です

　10月10日㈫は、６月から９月分の児童
手当の支給日です。振り込みをご確認く
ださい。なお、金融機関によっては２～
３日遅れる場合があります。また、小学
６年生修了前のお子さんを養育し、受
給資格がある人で、手続きがまだの場
合は、至急認定手続きをお願いします。
こども家庭課　☎0748-24-5643

文化でまちを元気にしよう!!
～文化政策フォーラム～

　市内の様々な文化を今後のまちづくり
に活用するため策定する文化政策ビジョ
ンについて、みなさんとともに考えます。
★内容＝①文化政策ビジョンの説明②
京都橘大学教授・織田直文さんによる
講演③市民活動などの取り組み報告④
意見交換会
10月28日㈯15:00～18:00
てんびんの里文化学習センター
企画課　☎0748-24-5610

「食と農」のフォーラム

★内容＝①管理栄養士・大田初代さん
による講演「いただきます！から子育て革
命」②生産者・販売者・消費者によるパ
ネルディスカッション「わたしにとっての
地産地消」 10月28日㈯13:30～16:00
市役所別館 200人
地産地消推進室　☎0748-24-5660

消費者セミナー

　びわこＥＭラブ会員の西村佳枝さんを
講師に迎え、毎日の生活の中で、楽しく
できるエコライフを紹介します。
10月21日㈯14:00～15:30 アピア４階

（八日市浜野町）
生活環境課　☎0748-24-5633

市民ギャラリー

◆さくら会押花サークル展・悠友会陶芸展 
　10月５日㈭～24日㈫
◆黒芋会油絵教室作品展・深雪アート
　フラワー作品展
　10月26日㈭～11月14日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　☎0748-24-5672

ひがしおうみエコフリーマ
ーケット開催と出店者募集

10月22日㈰10:00～15:00（小雨決行）
市役所駐車場★募集期間＝10月10日

㈫以降の10:00～17:00 ★募集数＝先着
72区画※販売を業にしている人は出店で
きません★申し込み場所＝八日市まちか
ど情報館（八日市本町）※電話申し込
み不可★出店料＝500円（申込時前払い、
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作り出したも
の★そのほか＝１人１区画。食料品や合
成洗剤は出品できません。
廃棄物対策課　☎0748-24-5636

道路管理にご協力ください

　市では、市道を中心に道路の点検や
補修をしています。事故防止のため、次
のような場所にお気づきの場合はご連絡
をお願いします。
◇道路に穴が開いている
◇カーブミラーが割れている
◇カーブミラーの角度が悪く、見にくい
　なお、国道や県道の場合は、関係機関
にご連絡いただく場合もあります。
管理課　☎0748-24-5654

下水道排水設備工事責任技術者試験

11月１日㈬～15日㈬の土・日・祝日を
除く9:00～17:00 平成19年２月８日㈭
大津プリンスホテル
下水道課　☎0748-24-5665

10月は里親月間です

　里親とは、親のいない子どもや親と一
緒に暮らすことができない子どもを一時
的または継続的に預かることで、家庭の
愛情のもとで子どもを健やかに育てる制
度です。里親としてご協力いただける家
庭を随時募集していますので、お気軽に
ご連絡ください。
こども家庭課　☎0748-24-5643

　

がもうの祭り

　わんわん大サーカスや民族芸能などの
ステージショー、ゲームコーナーやフリー
マーケットがあり、模擬店も並びます。
10月29日㈰10:00～15:00

平成18年
事業所・企業統計調査

10月１日は事業所・企業統計調査

　全国すべての事業所や企
業が調査の対象です。調査
員が調査票を持って、みなさ
んの事業所をおたずねします
ので、ご協力をお願いします。
※調査員は「調査員証」を必
ず携行しています。

総務省統計局　滋賀県　東近江市
企画課　☎0748-24-5610

お詫びと訂正
　広報９月号の14ページに掲載しまし
た「市子育て支援センター運動会参
加者募集 ｣の湖東地区の会場に誤り
がありました。正しくは、「湖東ひばり
保育園」です。お詫びして、訂正します。
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