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※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。

　ハワイアンバンドの演奏を聞いた後、み
んなで歌います。９月13日㈭ 10:00～11:30
おはなし会
（幼児向け）９月14日㈮10:30～11:00
（児童向け）９月15日㈯11:00～11:30
敬老の日に贈るプリザーブドフラワー教室
　９月16日㈰14:00～16:00
　 2,800円 20人
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　音楽を使い、子どもの発達を促します。
　９月26日㈬10:00～11:00
１～２歳の幼児と保護者

きらり講座・その⑤　 300円
　９月27日㈭ 10:00～11:30

近江商人博物館　☎0748-48-7101

東近江の商人群像　
　江戸時代以降、本市からは多くの商人
や企業家が輩出しました。「三方よし」の
精神で事業を成功させるだけでなく、地
域の学校建設や福祉活動などにも大きな
役割を果たした商人たちを紹介します。
　９月22日㈯～12月２日㈰
200円（小中学生100円）

能登川博物館　☎0748-42-6761

「おけ風呂娘の昔ばなし」とおけ風呂
入浴体験　
　滋賀県立大学大学院生の老

おい

文
ふみ

子
こ

さん
のおけ風呂の話やおけ風呂作り、風呂
焚きの実演、入浴体験（申し込みが必
要）もあります。　
　９月１日㈯13:00～17:00
タカ渡り観察会（申し込みが必要）
　越冬地へ渡るサシバやハチクマ、ノスリ
などのタカを日本野鳥の会の石井秀憲さ
んを講師に迎え、猪子山から観察します。
　９月22日㈯9:00～12:00
鈴鹿の山ゆけば  中川昭彦写真展
　10月３日㈬～７日㈰
繖山探訪（申し込みが必要）
　古墳や城跡などを見学します。　 　
　10月６日㈯10:30～12:00

八日市文化芸術会館   ☎0748-23-6862

玉置宏の歌のアルバム同窓会コンサート
　昭和の世相を歌と映像でつづる青春歌
謡スペシャル。（全席指定）

◇出演：玉置宏・三田明・田辺靖雄・平浩二・
黛ジュン・小川知子・九重佑三子
　11月22日㈭①14:00から、②18:00から
　 前売り4,000円（当日4,500円）

西堀榮三郎記念探検の殿堂   ☎0749-45-0011

ヨシでランプを作ろう
　９月９日㈰ 9:30～15:00
　 30人　 1,000円
繭から真綿を作ろう
　９月30日㈰ 10:00～14:00
　 20人　 500円

八日市大凧会館　☎0748-23-0081

2007年八日市大凧まつり写真コンクール展
　９月８日㈯～17日㈷

９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 9:30～16:00 市民相談室

心配ごと相談 月・金曜日
（17・24日は除く）10:00～15:00 市民相談室（21日㈮は12:00まで）

行政相談

４日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
11日㈫･25日㈫ ９:30～12:00 市民相談室
12日㈬ ９:00～12:00 ゆうあいの家 ボランティアハウス（永源寺高野町）
13日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
18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
19日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
20日㈭ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

登記相談 21日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（土地家屋調査士による相談）

法律相談
※市民相談室の　 
　直通電話まで　
　予約してくだ
　さい。

12日㈬ 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）９月５日㈬８:30から

19日㈬ 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）９月12日㈬８:30から

25日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）９月18日㈫８:30から

特設人権相談 人権政策課　☎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。

11日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
11日㈫･25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
12日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
18日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
20日㈭ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室

子ども相談 こども支援センターひばり（市役所別館）　☎0748-24-5663（直通）
面接相談 月～金曜日 ９:00～17:00 ☎0748-24-1111　 市役所別館１階
電話相談 月～金曜日 ９:00～16:00 ☎0748-24-1111

ぎゃくたいほっとライン 月～金曜日 ８:30～17:15 ☎0748-24-5687

心のやすらぎ相談 ６日㈭･14日㈮
10月４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 10月10日㈬ 10:00～15:30 10月３日㈬までに予約が必要滋賀社会保険事務局　☎0749-23-5489
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 12日㈬ ９:30～11:30 高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）いきいき支援課　☎0748-24-5641

消費生活相談 月～金曜日 ９:15～16:00 消費生活センター（消費生活課内）相談専用電話　☎0748-24-5659

※平成19年8月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,742人 （＋37）

男： 58,748人 （＋40）
女： 59,994人 （－３）

世帯数● 40,066世帯（＋69）
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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。

ウェルネス講座受講生

講座名・受講料 期　間
茶道（裏千家）
6,000円※

10/2～H20.2/5（15回）
毎週火曜日19:00～21:00

華道（池坊）
4,000円※

10/12～H20.3/14（10回）
第2・4金曜日19:00～21:00

水墨画
4,000円※

10/10～H20.2/13（8回）
第2・4水曜日19:00～21:00

水彩画
6,000円

10/2～H20.2/19（8回）
第1・3火曜日10:00～12:00

英会話（初級）
10,500円

10/1～H20.2/18（15回）
毎週月曜日19:30～21:00

英会話（中級）
10,500円

10/1～H20.2/18（15回）
毎週月曜日19:30～21:00

英会話（上級）
13,500円

10/4～H20.1/24（15回）
毎週木曜日19:00～20:30

話し方教室
4,000円※

10/23～H20.3/11（8回）
第2・4火曜日19:30～21:00

健康太極拳
9,000円

10/6～H20.3/1（15回）
毎週土曜日9:30～11:00

パソコン・ワード
4,000円※

10/13㈯・14㈰（2回）
9:00～16:00

パソコン・年賀状
4,000円※

11/10㈯・11㈰（2回）
9:00～16:00
※は別途教材費などが必要

９月５日㈬から先着順。受講料を添え
て申し込む（電話・郵送は不可） ９月
３日㈪以降にお問い合わせください

ウェルネス八日市☎0748-22-8800

八日市図書館　☎0748-24-1515

さくら会押花体験教室 

　９月２日㈰13:30～16:00
名画上映会　13:30から
　９月８日㈯「追憶」（118分）
こどもえいが会　14:00から
　９月９日㈰「ロビンフッド」（83分）
アホウドリ～再生への離陸～
　９月15日㈯～30日㈰
★アホウドリの保護研究をされている長
谷川博さんの講演会
　９月15日㈯14:00～15:30 60人
おはなしのじかん ９月22日㈯15:00から
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

鈴鹿の山ゆけば  中川昭彦写真展
　９月５日㈬～27日㈭
おひざでだっこのおはなし会
　９月20日㈭11:00から
おはなし会　
　毎週土曜日14:00から

五個荘図書館　☎0748-48-2030

こどもえいが会　14:00から
　９月16日㈰「ジャイアント・ピーチ」（80分）
手作り絵本展Vol.2　
　絵本の会による展示とワークショップ
　９月20日㈭～30日㈰
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
　９月２日㈰10:30～10:50

おはなし会　９月８日㈯10:30～11:30、
29日㈯10:30～11:10
えほんのじかん ９月22日㈯10:30～11:00

湖東図書館　☎0749-45-2300

ライブラリーシアター　14:00から
　９月８日㈯「秋日和」（128分）
てんとうむしの紙芝居「きつねのうらな
いや」ほか　９月８日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　９月15日㈯・22日㈯・29日㈯
「野の花　山の花」澤田弘行写真展
　９月22日㈯～10月14日㈰

能登川図書館　☎0748-42-7007

ライブラリーシアター　14:00から
　９月２日㈰ ｢第三の男｣（105分）／９日
㈰「ベイブ」（92分）／16日㈰「禁じられた
遊び」（82分）／30日㈰「鉄腕アトム」（96分）
／10月７日㈰「誘拐」（109分）
茗荷恭介・中野亘二人展「響きあう時間」
　鉄と和紙を使った光の造形作家・茗荷
さんと土の造形作家・中野さんの作品展。
下記の関連事業もお楽しみください。
　９月５日㈬～30日㈰
◇作品と音の響きあう時間
①澤純子さんなどのバイオリン演奏と茗
荷さんの講演＝９月８日㈯15:00から②松
井智惠さん・L

ら

A萠
もえ

DI
でぃ

Eのコンサートと中
野さんの講演＝９月29日㈯19:00から
おひざでだっこのおはなし会
　９月６日㈭・10月４日㈭10:30から
今森光彦講演会「里山の一日」
　９月22日㈯16:00から
　 100人（申し込みが必要）
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　 300円
　９月３日㈪・10日㈪10:00～12:00
人形劇団むすび座の人形劇「ミーくんと
まほうのたね」　
　９月７日㈮10:00～10:30、11:20～11:50
一組300円 各親子30組 ０～２歳

の幼児と保護者
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　９月12日㈬ 10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円

対象地域 開催日 場　所 申し込み・問い合わせ先
（各地域の子育て支援センター）

八日市
10月５日㈮ ウェルネス八日市

☎0748-22-820110月12日㈮ 布引運動公園体育館
10月19日㈮ トレーニングセンター（下羽田町）

永源寺 10月16日㈫ 永源寺体育館 ☎0748-27-0300
五個荘 10月16日㈫ 五個荘すみれ保育園 ☎0748-45-5558
愛　東 10月16日㈫ おくのの運動公園体育館 ☎0749-46-8060
湖　東 10月３日㈬ 湖東ひばり保育園 ☎0749-45-4011
蒲　生 10月12日㈮ 蒲生体育館 ☎0748-55-0113
能登川 ９月28日㈮ やわらぎの郷公園芝生広場 ☎0748-45-0097
市内の未就園児の親子 9:30～11:30 上靴・水筒・タオル ９月３日㈪から各先着順

★参加は一人１回。できるだけ居住地域で参加してください。

子育て支援センター『うんどうかい』開催
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※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。

芸術文化祭オープニングイベント

アカペラ＆タップダンス SUPER SHOW
　迫力ある声が魅了するアカペラグルー
プ「PYLON」と、関西唯一のプロのア
イリッシュダンサーとして活躍中の「J－
CLICK」の舞台をお楽しみください。
10月20日㈯13:30から 八日市文化

芸術会館 一般1,000円（当日1,200円）、
高校生以下500円（同700円）※小学生
以下は保護者同伴
９月３日㈪から生涯学習課、各教育

分室・公民館、八日市文化芸術会館でチ
ケットを販売。
生涯学習課　☎0748-24-5672

市民ギャラリー

日下山清彦日本画展・楽しく二人展（ミニ写真）
　９月18日㈫まで
碧水会書展・蒲生 あかね陶芸展
　９月20日㈭～10月９日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　☎0748-24-5672

各種スポーツ大会出場者激励金

　全国規模以上の各種スポーツ大会出
場者に激励金を交付します。該当される
人は大会の1か月前までに申請してくだ
さい。対象となる大会や金額などはお問
い合わせください。

スポーツ課　☎0748-24-5674

自衛官（平成20年３・４月入隊）

募集学生 対象 申込期間（試験日）

防衛大
学 校
学 生

推
薦 高卒（見込含）
21歳未満

９月５日㈬～７日㈮
（９月23日・24日）

一
般

９月７日㈮～28日㈮
（一次：11月10日・11日）

防 衛 医 科
大学校学生

高卒（見込含）
21歳未満

９月７日㈮～28日㈮
（一次：11月３日・４日）

看護学生 高卒（見込含）
24歳未満

９月７日㈮～28日㈮
（一次：10月14日）

自衛隊近江八幡地域事務所
　　☎0748-33-2103

勤労青少年ホーム教養講座受講生

講座名 開催日 材料費

トールペインティング 第１・３火曜（９回）2,500円

書　道 第１・３水曜（９回）1,500円

菓　子 第１・３木曜（９回）4,500円

魅力アップ 第２・４木曜（８回）5,000円

料　理 第２・４火曜（８回）5,000円

10月～平成20年２月 15歳以上30歳
未満（中学･高校生は除く） ９月３日㈪
～14日㈮

市勤労青少年ホーム ☎0748-22-1288

ガイドヘルパー養成講習会受講者

　視覚に障害のある人が公的機関など
に出かける際に付き添っていただくガイ
ドヘルパーの講習です。受講後は、ガイ
ドヘルパーとして登録していただきます。
11月15・20・26・27･30日（全５回） 県立

視覚障害者センター（彦根市） 市内
在住者 １人 ９月14日㈮まで

障害福祉課　☎0748-24-5640

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

卓球大会  
10月28日㈰ 草津市総合体育館
９月11日㈫まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　　もしくは各支所福祉課

市民体育大会（水泳）参加者

水泳競技
９月17日㈷9:00から 布引運動公園

プール 布引運動公園・湖東・能登川
プールに９月８日㈯までにお申し込みく
ださい。★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

さざんか学習受講生

食育とウインナーの飾り切り体験講座
９月８日㈯10:30～12:00
先着20人 包丁

魅力アップ教室（初級編）

９月12日㈬ 自分の個性を知る

９月26日㈬ カラーコーディネート

10月10日㈬ メイクアップ

10月24日㈬ ファッションコーディネート

11月14日㈬ 美しい立ち居振る舞い

19:00から 先着12人 3,500円
湖東公民館　☎0749-45-0950

水泳教室受講生

年長児～小学６年生 10月14日～11月
18日の毎週日曜日（全６回）10:00～11:00
布引運動公園プール 5,400円
東近江水泳連盟（川部）

　☎0748-37-1010

市営住宅入居者定期募集（公営住宅）　　 住宅課☎0748-24-5652

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

ひばり丘（ひばり丘町）３戸 中層耐火３・４階建 ２LDK 19,200円～32,700円 57,600円～98,100円

建部日吉（建部日吉町）１戸 低層耐火２階建 ３DK 23,300円～38,500円 69,900円～115,500円

今堀（今堀町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 8,100円～13,400円 24,300円～40,200円

駒塚（五個荘簗瀬町）１戸 簡易耐火２階建 ３DK 12,600円～20,900円 37,800円～62,700円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 12,800円～21,100円 38,400円～63,300円

★入居可能日＝10月11日㈭以降※入居可能日から家賃が必要です。単身入居不可。
住宅課に設置の申込書に必要書類を添付し、９月３日㈪～10日㈪（土・日を除く8:30～

17:15）までに申し込む★入居説明会（抽選会）＝10月３日㈬
①市内に在住または在勤で市税および国民健康保険料を完納していること②現在同居

し、または同居しようとする親族があること③住宅に困窮していることが明らかなこと④
入居予定者全員の収入月額合計が200,000円以下であること（高齢者・障害者世帯など
は268,000円以下の別要件あり）⑤暴力団員でないこと★選考方法＝応募者多数の場合は、
住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者を決定。選考が難しい場合は公開抽選。
※収入要件の電話でのお問い合わせはできません。



広報ひがしおうみ　2007.9.115

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。

停電による自動交付機の一時停止

　市役所庁舎の電力設備点検による停
電のため、本庁舎と各支所に設置の自
動交付機が一時使用できなくなります。
みなさんにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
自動交付機使用停止期間
　９月17日㈷ 8:30～13:00
市民課　☎0748-24-5630

小規模企業者小口簡易資金の制度改正

　10月からの制度改正により融資限度
額が引き上げられます。また、保証協会
の保証付き借入残高が1,250万円を超え
る場合は融資の対象外となります。現
行制度での受け付けは９月10日㈪まで
です。それ以降は、融資対象の基準が
変わりますのでご注意ください。
商工観光課　☎0748-24-5662

日本スポーツマスターズ（軟式野球）

　中高年の人たちが競う全国レベルの
スポーツの祭典が県内で開催されます。
　本市では軟式野球競技が開催され、
会場では応援メガホンの
プレゼント（各日先着200
人）やバザーなどもありま
す。（入場無料）
９月15日㈯～17日㈷

　※17日は予備日
湖東スタジアム（池庄町）
スポーツ課　☎0748-24-5674

宝くじ助成で自治会の備品を整備

　葵町自治会では、㈶自治総合センタ
ーによる宝くじの普及広報事業の助成を
受けて、コミュニティ
活動の備品などを整
備されました。
総務課　☎0748-24-5600

消費者セミナー

ご存じですか！裁判員制度　
　大津地方裁判所で裁判員制度の説明
を受けたり、裁判の傍聴や法廷の見学
をします。
10月５日㈮12:00～17:00 市内在住者
先着30人 ９月25日㈫まで
消費生活課　☎0748-24-5619

し尿収集業務のお休み（10月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
★休業日＝10月６日㈯・７日㈰・８日㈷・
13日㈯・14日㈰・20日㈯・21日㈰・27日
㈯・28日㈰
※予約は早めに指定業者までお申し込
みください。
生活環境課　☎0748-24-5633

「子どもの人権110番」電話相談

　小中学生・高校生など本人やご家族
の悩みや相談の専用電話を開設します。
いじめ・体罰・不登校・虐待などの相談に、
人権擁護委員と法務局職員が応じます。
９月17日㈷～23日㈷ 8:30～19:00

　（22･23日は10:00～17:00）
★電話番号（フリーダイヤル）
　☎0120-007-110

弁護士の無料法律相談会

　民事法律扶助制度による弁護士の無料
法律相談です。この制度は民事関係の法
的なトラブルの際に法律相談を行い、必
要な場合には裁判費用や弁護士・司法書
士費用の立て替えをするものです。なお、
利用するには収入による要件があります。
10月４日㈭13:00～16:00 市役所東

庁舎 下記まで予約が必要（先着順）
法テラス滋賀　☎050-3383-5454

宝くじは、広く社会に役立てられています。

宝 く じ は
縁 の 下 の
チカラ持ち。

広報８月号15ページの「恩給欠格者、戦
後強制抑留者、引揚者への特別慰労品
贈呈」の文中で『特別弔慰金』とある
のは、『特別慰労品』の誤りですので、
訂正させていただきます。

ふれあいのまち 差別のないまち

９月は同和問題啓発強調月間

　みなさんの就業状況などを把握
し、雇用･経済政策に活用するため
に実施する調査です。基準日は10
月1日ですが、対象世帯には９月下
旬に統計調査員が伺いますので、
ご協力をお願いします。

総務省・滋賀県・東近江市
企画課　☎0748-24-5610

『働く未来を考える』

就業構造基本調査

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
「地産地消」
　9月8日㈯ 20:00～21:30
　9月9日㈰ 16:00～17:30（再放送）
「やまの子キャンプ」
　9月15日㈯ 20:00～21:30
　9月16日㈰ 16:00～17:30（再放送）
「市議会生中継（９月定例会）」
　9月3日㈪・12日㈬・13日㈭・
　14日㈮・27日㈭
広報課　☎0748-24-5611

市政広報番組放送

★運動の重点
①高齢者の交通事故防止
②飲酒運転の根絶
③夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
　車乗車中の交通事故防止
④後部座席を含むシートベルト・チャ
イルドシートの正しい着用の徹底

９月21日㈮～30日㈰
秋の全国交通安全運動

　滋賀県交通安全無事故運動実行
委員会の「交通安全無事故運動（シ
ルバー部門）」への取り組みを推進
しています。みなさんが意識を高め、
高齢者が「事故にあわない・事故を
起こさない」ようにしましょう。
　また、事業所などが無事故をめざ
す「ドライバー部門」も実施されま
す。地域や事業所で交通事故『ゼロ』
をめざしましょう。

　市でも運動期間中、高齢者を対象に
交通安全教室を開催し、事故防止に
取り組みます。
交通政策課　☎0748-24-5658

●交通安全無事故運動●
９月１日㈯～10月31日㈬


