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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。

ォーカルとリコーダーとリュートでの午
後のひととき～　10月28日㈰14:00から
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
　10月１日㈪・15日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　10月10日㈬10:00～12:00
歴史教室　 4,000円
　10月11日㈭・18日㈭９:20～17:00
音楽の散歩道　 300円
　和

わ

箏
ごと

の演奏を聞いた後、みんなで歌い
ます。　10月11日㈭ 10:00～11:30
きらり講座・その⑥　 300円
　10月18日㈭ 10:00～11:30
おはなし会
（幼児向け）10月19日㈮10:30～11:00
（児童向け）10月20日㈯11:00～11:30
秋の蒲生野を描く水彩スケッチ教室
　10月21日㈰10:00～12:00　 1,500円
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。
　10月24日㈬10:00～11:00
１～２歳の幼児と保護者

能登川博物館　☎0748-42-6761

秋を染めよう（申し込みが必要）
　身近に生えている植物を使ってハンカ
チを染めます。10月13日㈯13:30～15:30
レンタルギャラリー「MOA美術館能登
川児童作品展」　10月19日㈮～21日㈰
秋のキノコ観察会（申し込みが必要）
　10月20日㈯13:30～15:30
レンタルギャラリー「手作り絵本展Vol.2」
　10月24日㈬～11月４日㈰
ハイキング「信長公記と兵

つわもの

どもの夢コー
ス」（申し込みが必要）
　繖

きぬがさ

山
やま

縦断ハイキングで、史跡や絶景を
めぐりながら秋のひとときを楽しみまし
ょう。　10月27日㈯９:00～15:00
第72回企画展　石造物でめぐる東近江
　東近江地域の中世から近世にかけて
の狛

こまいぬ

犬や灯
とうろう

篭などの石造物、石工たちを
紹介します。　10月３日㈬～11月４日㈰

八日市文化芸術会館   ☎0748-23-6862

ザ・クロマニヨンズTOUR  CAVE  PARTY  07-08

　伝説のロックバンド『ザ・ブルーハーツ』
が解散後、2006年にザ・クロマニヨンズと
して衝撃デビュー。よりシンプルになり研ぎ
澄まされたストレートなサウンドに乞

こ

うご期
待。11月16日㈮19:00開演（18:30開場）
4,600円（全席指定）※10月６日㈯10:00

から発売開始。発売先など、詳しくはお問
い合わせください。

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 9:30～16:00 市民相談室

心配ごと相談 月・金曜日
（８日は除く） 10:00～15:00 市民相談室（19日㈮は12:00まで）

行政相談

２日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
11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
16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

16日㈫･23日㈫ ９:30～12:00 市民相談室
17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）
17日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
19日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

登記相談 19日㈮ 13:00～16:00 市民相談室（司法書士による相談）

法律相談
※市民相談室の　 
　直通電話まで　
　予約してくだ
　さい。

10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３日㈬８:30から

17日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）10月10日㈬８:30から

23日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）10月16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。

９日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
９日㈫･23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
10日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
11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
16日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
19日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
19日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

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 18日㈭・
11月１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月７日㈬ 10:00～15:30 11月１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） 10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9月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,813人 （＋71）

男： 58,802人 （＋54）
女： 60,011人 （＋17）

世帯数● 40,121世帯（＋55）★11月号から、市の担当課や各施設
のＩＰ電話番号を併記します。
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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。

市美術展覧会の開催と作品募集

洋画・彫刻彫塑・書 10月31日㈬～11月
４日㈰9:00～17:00、日本画・美術工芸・
写真 11月７日㈬～11日㈰9:00～17:00
※４日・11日は15:00まで ともに八日市
文化芸術会館

出展作品を募集します
★部門＝日本画・洋画・彫刻彫塑・美術工
芸・書・写真 市内在住または在勤・在
学者および次の郡市在住者（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26日㈮・27日㈯ 各支所・教
育分室・市立公民館に設置の募集要項
をご覧ください。

生涯学習課　☎0748-24-5672

布引運動公園フィットネス教室受講生

パワーヨガ
5,000円

10/22～12/10毎週月曜日
Ⓐ10:00～10:45
Ⓑ11:00～12:00

ヨガピラティス
5,000円

11/1～12/13毎週木曜日
Ⓐ19:30～20:15
Ⓑ 20:30～21:15

スタイルupウォー
キング＆ボールエ
クササイズ

4,500円

Ⓐ11/12～12/17毎週月曜日
　19:30～20:30
Ⓑ11/13～12/18毎週火曜日
　10:00～11:00

16歳以上 各先着30人 布引運動
公園体育館 10月２日㈫18:00から（電
話不可）

布引運動公園体育館　☎0748-25-2633

プレシルバー世代のための
シルバー人材センターセミナー参加者

　退職後も生きがいをもてるよう就業を
支援するため、シルバー人材センターの
事業説明会を開催します。　
10月12日㈮、26日㈮、11月９日㈮、20日

㈫13:30～16:30 高齢者やすらぎ交流
ハウス（八日市上之町） 定年退職前の
人など 各50人（超過のときは抽選）
各開催日の５日前（必着）まで★申込方
法など、詳しくはお問い合わせください。

東近江市シルバー人材センター
　　☎0748-24-3741

男女共生フォーラムパネリスト

　男女共同参画による活力あるまちづく
りを進めるため、フォーラムを開催しま
す。この中で、「まちづくり、私の視点、
私の活動」をテーマに当日発表していた
だけるパネリストを募集します。
12月８日㈯13:30～16:00 永源寺地

域産業振興会館★発表内容＝自治会や
NPO活動、子育てや福祉事業、地域振
興の活動における男女共同参画の状況
など 10人 10月15日㈪まで★詳しく
はお問い合わせください。

男女共同参画課　☎0748-24-5624

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成20年２月21日㈭14:00から 立命
館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市）
11月１日㈭～15日㈭（土・日・祝日を

除く）9:00～17:00
下水道課　☎0748-24-5665

東近江地域づくり講座受講生

まちづくりやＮＰＯ活動に関心がある人
11月10日㈯、25日㈰、12月８日㈯（全３

回の連続講座）13:00～16:30 先着50人
11月５日㈪まで★テーマや会場など、

詳しくはお問い合わせください。
東近江行政組合　地域振興防災課

　　☎0748-22-7621

八日市図書館　☎0748-24-1515

こどもえいが会　14:00から
　10月14日㈰「マドレーヌといぬ」（23分）、
28日㈰「はれときどきぶた」（40分）
グラスアート作品展 
　10月16日㈫～28日㈰
名画上映会　13:30から
　10月20日㈯「お茶漬の味」（116分）
グラスアート体験教室
　10月21日㈰10:30～16:00　 800円
おはなしのじかん
　10月27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

おひざでだっこのおはなし会
　10月18日㈭11:00から
宇梶静江さんによる刺

し

繍
しゅう

展と講演会
☆刺繍展「シマフクロウとサケ」
　シマフクロウとサケを中心とした刺繍展。
　10月27日㈯～11月29日㈭
☆講演会「刺繍で伝えるアイヌの文化と心」
　アイヌの文化を伝える講演会。
　10月28日㈰14:00～15:30
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
　10月21日㈰「くまのプーさん　宝物を
探せ！」（58分）
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㈰、11月４日㈰ともに10:30～10:50
おはなし会　10月13日㈯10:30～11:30、
27日㈯10:30～11:10
えほんのじかん　10月20日㈯10:30～11:00

湖東図書館　☎0749-45-2300

こどもえいが会　15:30から
　10月６日㈯「ねずみのいもほり」（30分）
ライブラリーシアター　14:00から
　10月13日㈯「萌

もえ

の朱
す

雀
ざく

」（95分）
てんとうむしの紙芝居「たまごがころべ
ば」ほか　10月13日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　10月20日㈯・27日㈯

能登川図書館　☎0748-42-7007

おひざでだっこのおはなし会
　10月４日㈭10:30から
絵本のよみかた、楽しみかた講座（申し
込みが必要）　10月５日㈮10:15～11:50
講師　絵本あれこれ研究家　加藤啓子さん
ライブラリーシアター　14:00から
　10月14日㈰「ウルトラセブン／太陽の
背信」（75分）、11月４日㈰「鞍

くら

馬
ま

天
てん

狗
ぐ

／鞍
馬の火祭」（92分）
ミニコンサート「昔の歌、今の歌」～ヴ
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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。

パソコンボランティア養成講座受講生

　パソコンボランティア能登川『和
やわらぎ

ねっ
と！』では、団塊世代の人たちにボランテ
ィア活動をいきいき楽しくしてもらえるよ
う養成講座を開催します。
10月６日、13日、20日、27日、11月10日、17

日の各土曜日（14:00～15:30） パソコン
ボランティアに関心があり、養成講座終
了後、和ねっと！で一緒に活動していた
だける人。 10月５日㈮まで

市社会福祉協議会能登川支所
　　☎0748-42-8703

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21日㈰10:00～15:00（小雨決行）
市役所駐車場 10月６日㈯10:00から

八日市まちかど情報館（八日市本町13-6
本町商店街☎0748-23-4528）まで。電話
申し込み不可 先着75区画※販売を業
にしている人は出店できません★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
とを考えて手作りしたもの★そのほか＝
一人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

てんびんの里ふれあい通学合宿サポーター

　小学４年生から中学３年生までの子ど
もたちが、五個荘公民館に合宿しながら
学校へ通います。この間、食材の買い出
しや食事作り、学校から帰ってからの家
事･生活のサポート、また、子どもたちの遊
び相手として一日の数時間を子どもたち
の助っ人として協力していただけるサポー
ターを募集します。
10月９日㈫～13日㈯ 10月７日㈰まで
五個荘教育分室　☎0748-48-7100

子育て講演会

★テーマ＝「おや・おや・おや」★講師＝
やんちゃ和尚・廣中邦

くにみつ

充さん（愛知県岡
崎市・西居院住職） 10月27日㈯14:00～
15:30（受付13:30から） 湖東信用金庫
本店（青葉町）※託児あり（10月16日㈫ま
でに申し込む）
★無料悩み相談（事前に申し込みが必要）
先着８人 10月16日㈫まで
青少年課　☎0748-24-5675

魚のさばき方教室

10月27日㈯13:00～15:00 八日市公
設地方卸売市場 20歳以上 40人
1,000円（材料費として当日徴収） 10月
18日㈭～23日㈫に電話で申し込む

八日市公設地方卸売市場　☎0748-23-6671

「地域支えあい交流事業」整備補助

高齢者や子どもたちなどの世代間交流
事業を月１回以上継続して行う地域の住
民組織など★補助内容（補助上限額）＝
交流事業の会場となる集会所などの新築
もしくは改築、改修に必要な費用（50万円）
※ただし、備品の整備、土地の購入や整地、
建物の購入に必要な経費は対象になりま
せん 10月26日㈮まで

長寿福祉課　☎0748-24-5645
　　もしくは各支所福祉課

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

ビームライフル大会  
11月18日㈰ 県立障害者福祉センター

（草津市） 10月15日㈪まで
障害福祉課　☎0748-24-5640

　　もしくは各支所福祉課

百済寺歴史ウォーク参加者

　湖東三山の古刹で、県内有数の歴史
資産・中世寺院である百済寺の境内地を
回ります。また、通常の参拝ルートでは見
ることができない旧伽

が

藍
らん

の跡地や最近の
発掘現場なども見学します（小雨決行）。
10月28日㈰13:00～15:00 百済寺総

門（赤門）前集合（百済寺町） 先着50人
500円（当日徴収） 雨具など
埋蔵文化財センター　☎0748-42-5011

１回目11:20から、２回目14:00から

■各種団体による展示・物産販売
■リサイクルフリーマーケット
■ステージイベント
・それいけ！アンパンマン ショー
・東近江市スポーツ少年団バトン
トワリング部、能登川中学校和
太鼓、能登川水車太鼓
■ふわふわぞうさん
　そのほか、能登川消防署はしご
車や機関車トーマス号もあるよ!!
＊能登川地区内周回バスを運行
　します。

能登川支所地域振興課　☎0748-42-9910

能登川
ふれあいフェア
場所／ふれあい運動公園（栗見新田町・愛知川河川敷）

第15回

観覧
無料

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

10/21㈰
9:30～15:00

■ステージイベント
○「獣拳戦隊ゲキレンジャー」ショー
○フォークソング（湖東ギターサー
　クル）（11:10 から）
○京都大学チアリーディングサーク
　ルTREVIS（11:50から）

■新鮮野菜朝市（12:00まで）

■各種団体による展示・物産販売

五個荘支所地域振興課
　☎0748-48-7301

てんびんの里
ふれあい広場２００７
場所／五個荘中央公園（五個荘小幡町）

ⓒ2007 テレビ朝日・東映AG・東映

10/27㈯
10:00～14:00

１回目10:10から、２回目12:20から

観覧
無料
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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。

パートナーしがの強調週間

百済寺南川遺跡・野村北遺跡
発掘調査成果報告会

　㈶滋賀県文化財保護協会が、近年市
内で実施した埋蔵文化財発掘調査の成
果を報告し、出土物の一部を展示します。
10月27日㈯13:30～15:00 八日市文

化芸術会館（青葉町） 先着50人
埋蔵文化財センター　☎0748-42-5011

行政相談週間

★行政相談週間　10月15日㈪～21日㈰
　国の仕事や公社、公団といった特殊
法人の業務に要望や苦情をお持ちの人
は、行政相談委員にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守します。
★本市の行政相談委員のみなさん（敬称略）
杉山清野（八日市地区）、福田征男（八日
市地区）、北川元一郎（永源寺地区）、小
川達之（五個荘地区）、藤関安久（愛東地
区）、島村俊一（湖東地区）、西村二郎（能
登川地区）、佐川一郎（蒲生地区）
市民相談室　☎0748-24-5616

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

びわ湖環境ビジネスメッセ2007

　環境関連の製品や技術、サービスを
一堂に集めた環境産業見本市です。多
彩な内容のセミナーもあります。
10月24日㈬～26日㈮10:00～17:00（最

終日は16:00まで） 長浜ドーム★詳しく
は滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会
（http://www.biwako-messe.com/）まで。
生活環境課　☎0748-24-5633

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 生涯学習課、各教
育分室・市立公民館、八日市文化芸術会
館でチケットを販売しています。
生涯学習課　☎0748-24-5672

登記の無料相談会

　土地分筆・地目変更・建物新築・増築・
土地境界に関する相談。
10月28日㈰10:30～16:00 てんびんの

里文化学習センター
滋賀県土地家屋調査士会　☎077-525-0881

市民ギャラリー

木地師のふる里小椋谷の風景、カントリ
ードールスマイル
　10月11日㈭～30日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　☎0748-24-5672

し尿収集業務のお休み（11月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
★休業日＝11月３日㈷・４日㈰・10日㈯・
11日㈰・17日㈯・18日㈰・23日㈷・24日
㈯・25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

開発許可基準を一部変更します

★主な変更内容＝①開発許可面積の変
更（開発許可が必要）。市街化区域／道
路を築造する場合300㎡以上（1,000㎡以
上の開発は以前と同じ）、湖東都市計画
区域／道路を築造する場合300㎡以上・
1,000㎡以上の開発②開発区域の面積に
対する公園などの割合は４％以上③布引
台地区計画内（県・市土地開発公社の分
譲地）で、建築物の新築を行う時は、都
市計画法第43条による建築許可が新た
に必要（布引台地区計画内における行為
の届出は以前と同じく必要）④病院、学
校、社会福祉施設は、開発許可または建
築許可が必要。
★11月30日からの適用になります。

開発調整課　☎0748-24-5657

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。
許認可手続無料相談
10月８日㈷13:30～16:00
西友八日市店
滋賀県行政書士会　☎0748-52-4858

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
「菜の花プロジェクトって何？」
　10月20日㈯、21日㈰（再放送）
　　16:00～16:30
「東近江の魚たち〈アユ編〉」
　10月27日㈯、28日㈰（再放送）
　　16:00～16:30
広報課　☎0748-24-5611

市政広報番組放送

切り取って

使ってね！
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キリトリ線

10月14日㈰～21日㈰男女共同参画
　社会をめざして


