
  能登川博物館　☎0748-42-6761　　　　　　　　　　        050-5801-6761

レンタルギャラリー『押花とステンドグ
ラスアート展』　12月12日㈬～16日㈰
　※土・日曜日には体験教室あります。
民具体験教室（申し込みが必要）
　12月22日㈯10:30～12:30

  あかね文化センター  ☎0748-55-0207　　　　　　　　　　       050-5801-0207

月曜の朝は太極拳で　 300円
　12月３日㈪・17日㈪10:00～12:00
親子のためのコンサート「音楽の絵本」
　12月８日㈯14:30～16:00
　 大人1,500円、中学生以下700円（３
歳以上有料）※全席指定
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　12月12日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　12月13日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円

　12月19日㈬10:00～11:00
　 １～２歳の幼児と保護者
きらり講座・その⑧　 300円
　12月20日㈭10:00～11:30
拡大版おはなし会　12月22日㈯14:00～15:00

 八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

Happy Christmasトールペイント教室作品展
　　12月18日㈫まで

  てんびんの里文化学習センター　☎0748-48-7100　　　　　　　　　　        050-5801-7100

クリスマスコンサート　高岡正人トリオジャズライブ
12月16日㈰12:30開場、13:00開演 前

売り1,000円、当日1,300円★てんびんの里
文化学習センター、永源寺・愛東・湖東・能
登川各市立公民館、あかね文化ホール、八
日市文化芸術会館でチケット販売中です。
てんびんの里新春カラオケ大会
平成20年１月27日㈰13:00から 市

内在住または在勤者 1,500円 先着
50人 12月５日㈬～20日㈭

 八日市大凧会館　☎0748-23-0081　　　　　　　　　　     050-5801-1140

八日市大凧を年賀状にご利用ください！
　来年の干

え と

支「ねずみ」が描かれた八日市
大凧のスタンプや大凧の写真を年賀状に
使いませんか。　 12月４日㈫～25日㈫
親子凧作り教室「サンタクロースの凧作り」
12月16日㈰① 9:00～11:30、②13:30～

16:00 ３歳以上（小学４年生以下は保護
者同伴） 先着各15組 800円
“たのしさいっぱい” クリスマスの凧達
12月24日㉁まで 一般200円、小中

学生100円

※平成19年10月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,782人 （－31）

男： 58,796人 （－６）
女： 59,986人 （－25）

世帯数● 40,135世帯（＋14）
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あなたのことについてお尋ねします。
ア.住んでいる地区 町（　　　　地区）
イ.性別は 男　　・　　女

ウ. 年齢は
①20代未満　②20代　③30代　④40代
⑤50代　⑥60代　⑦70代　⑧80代以上

エ . 職業は
①勤め人（会社員・公務員など）　②自営業
③家事専業　④学生　⑤無職　⑥そのほか

●問１　「広報ひがしおうみ」のどの部分をお読みですか。
　　　　○印を付けてください。
①すべて読む・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
②必要なところだけ読む（次のア～カの中で○を付けてください。複数回答可）
（ア）特集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（イ）情報アラカルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（ウ）くらしのガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（エ）保健センターカレンダー・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（オ）情報コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（カ）まちのスケッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
③あまり読まない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
※③と答えた人はその理由について、次のア～エでお答えくだ
　さい。（複数回答可）
ア. 必要な記事がない
イ. 興味がわかない
ウ. 読む時間がない

エ .そのほか

（ 　 　 　 　 　 　 ）
●問２　次の項目の記事や情報の量はどうですか。
　　ア～カについて、次の①～③でお答えください。
　　①多すぎる　②ちょうど良い　③少ない
（ア）特集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（イ）情報アラカルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（ウ）くらしのガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（エ）保健センターカレンダー・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（オ）情報コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（カ）まちのスケッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）

●問３　次の項目の掲載内容はわかりやすいですか。
　Ａ．ア～カについて、次の①～③でお答えください。
　　①分かりやすい　②おおむね分かる　③分かりづらい
（ア）特集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（イ）情報アラカルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（ウ）くらしのガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（エ）保健センターカレンダー・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（オ）情報コーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
（カ）まちのスケッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（　　）
　Ｂ．ア～カについて、上記で③と答えた人は、その理由を　
　　　①～⑤でお答えください（複数回答可）。
　　①見出しが悪い　②字が小さい　③写真が悪い
④内容が分かりづらい　⑤そのほか（カッコ内に記入してください）

（ア）特集・・・・・・・・・・・・・（　　　　　　　　　　　）
（イ）情報アラカルト・・・・・・・・・（　　　　　　　　　　　）
（ウ）くらしのガイド・・・・・・・・・（　　　　　　　　　　　）
（エ）保健センターカレンダー・・・・（　　　　　　　　　　　）
（オ）情報コーナー・・・・・・・・・（　　　　　　　　　　　）
（カ）まちのスケッチ・・・・・・・・・（　　　　　　　　　　　）
●問４　「広報ひがしおうみ」で取り上げてほしいことは何

ですか（３つまで○を付けてください）。
１.まちの話題や出来事
２. 新しい事業や制度の紹介
３. 市の行事や催しなどのお知らせ
４.子ども向けの記事
５. 郷土の歴史や文化芸術の情報
６. 市民が登場する記事
７.市の予算内容と使い方

８.くらし（ごみ、健康など）に関する情報
９. 地域や団体のまちづくり情報
10. 市民の投稿コーナー
11. 施設紹介や施設からのお知らせ
12.子育てに関する情報
13. そのほか
　　（　　　　　　　　　）

ご協力ありがとうございました

のりしろ ✂✂

✂

✂
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のりしろ ✂✂ ※平成19年11月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,814人 （＋32）

男： 58,844人 （＋48）
女： 59,970人 （－16）

世帯数● 40,222世帯（＋87）※はさみ線に沿って切り、セ
ロハンテープなどで貼り
付けてください。
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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）、 （IP電話）になります。費用の記載がないものは無料です。

ファミリー・サポート・センター会員

　当センターでは、育児の支援が必要
な人（依頼会員）に支援ができる人（協
力会員）を紹介し、地域で子育てを支援
しています。依頼会員になるには、講座
の受講が必要です。 12月５日㈬10:00
～15:00 ウェルネス八日市（建部上中
町） 依頼会員になりたい人（先着10人）
12月４日㈫まで。協力会員も募集中。
ファミリー・サポート・センター

　（八日市子育て支援センター内）
　☎0748-22-8202

ぬくもりメッセージ2007作品

　人権について、みなさんの「願い」や「思
い」、「感じていること」をメッセージにして
ください。 市内在住または在勤・在学
者（小中学生は学校を通じて応募） 標
語は一人２点以内（ハガキサイズの用紙）、
作文は一人１点（400字詰め原稿用紙３
枚以内で、作文や詩など表現は自由）、ポ
スターは一人１点（四つ切画用紙の大きさ
で、画材、用紙の向きは自由）に、題名・住
所・氏名・電話番号を明記して12月28日
㈮（消印有効）までに応募してください。

人権啓発課
　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

デジタルカメラ教室受講生

　パソコンを使った画像の加工など。
平成20年１月12日～３月29日までの毎週
土曜日（13:30～15:30） おおむね60歳
以上でデジタルカメラをお持ちの人。また、
パソコンのキーボードとマウスの操作が
でき、簡単な文章が作れる人 先着12
人（初めての人優先） 3,000円 高齢
者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
12月14日㈮までにお申し込みください。
長寿福祉課　

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

市卓球選手権大会参加者

平成20年１月27日㈰9:30試合開始
個人戦（男女別）＝①小学生の部②初心

者の部③一般の部 小学生100円、中学
生200円、一般500円 平成20年１月14
日㈷まで

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

布引ダンスフェスティバル参加チーム

３月９日㈰ ダンス愛好者（１チーム３人
以上）①高校生以上②３歳～中学生 先着
各30チーム 1,000円 12月23日㈷まで

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

布引運動公園体育館フィットネス講座受講生

パワーヨガ １/14～３/３毎週月曜日
Ⓐ10:00～10:45、Ⓑ11:00～12:00

スタイルupウォーキング
＆ボールエクササイズ

１/８～３/４毎週火曜日
　10:00～11:00

16歳以上 先着各30人 5,000円
12月２日㈰18:00から受け付けます。

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

各図書館の年末年始の休館日
12月28日㈮～平成20年１月４日㈮

  八日市図書館　☎0748-24-1515　　　　　　　　　　　  050-5801-1515

トールペイント展「クリスマスの仲間たち」
　12月４日㈫～16日㈰
市子ども読書活動推進フォーラム「あし
たにかける橋」　子どもの読書に関する
シンポジウムと講演。※２歳児から託児
あります。　12月８日㈯13:00～17:30
名画上映会　13:30から
　12月16日㈰「午後の遺言状」（112分）
みんなで語りませんか 　わたしの図書館
　利用者と図書館について話し合います。
　12月22日㈯ 10:15～12:00
冬のおたのしみかい
　拡大版おはなし会や絵本の開き読み、
工作など。　12月22日㈯14:30～15:30
こどもえいが会　14:00から
　12月26日㈬「ダイナソー」（82分）
えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（12月22日を除く）

  永源寺図書館　☎0748-27-8050　　　　　　　　　　        050-5801-8050

おひざでだっこのおはなし会
　12月20日㈭11:00から
茗荷恭介鉄と和紙と光の造形展　12月27日㈭まで
おはなし会　14:00から
　毎週土曜日（12月８日・29日を除く）

  五個荘図書館　☎0748-48-2030　　　　　　　　　　       050-5801-2030

こどもえいが会　14:00から
　12月16日㈰「ファーザー・クリスマス／
スヌーピーのメリークリスマス」（２本55分）
おはなし会　13:30から
　毎週土曜日（12月29日を除く）

   愛東図書館　☎0749-46-2266　　　　　　　　　　  050-5801-2266

劇団トロッコの人形劇「オオカミのひみつ」
　12月９日㈰14:00～15:00
　 愛東公民館（整理券が必要です）
えほんのじかん　12月15日㈯ 10:30～11:00
おはなし会　12月22日㈯ 10:30～11:10
おひざでだっこのおはなし会
　平成20年１月５日㈯10:30～10:50

   湖東図書館　☎0749-45-2300　　　　　　　　　　   050-5801-2300

ライブラリーシアター　14:00から
　12月８日㈯「かあちゃん」（96分）
てんとうむしの紙芝居「わすれんぼうのサ
ンタさん」ほか　12月８日㈯15:30～16:00
おはなし会
　12月15日㈯、22日㈯15:30～16:00
こどもえいが会　14:00から
　平成20年１月５日㈯「ちびまる子ちゃ
ん（劇場用映画）」（90分）

  能登川図書館　☎0748-42-7007　　　　　　　　　　        050-5801-7007

ライブラリーシアター　14:00から
　12月２日㈰「ニッポン無責任野郎」（89分）
おひざでだっこのおはなし会
　12月６日㈭10:30から
明石雄介・写真展「ナミイうたの日々」
　12月12日㈬～27日㈭
「ナミイと唄えば」映画上映会・本橋成
一監督講演会　　12月16日㈰13:30から
えほんのひろば　平成20年１月５日㈯11:00～15:00
おはなしタイム　14:30から
　毎週土曜日（12月29日を除く）

※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。

✂
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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。

いのちと人権を考えるセミナー

12月４日㈫14:00～15:30（受付13:30）
てんびんの里文化学習センター★講師

＝鬼丸昌也さん（ＮＰＯ法人テラ・ルネッ
サンス理事長）、演題＝僕は13歳　職業、
兵士！～ウガンダの元子ども兵が教えて
くれたこと★世界人権宣言パネル・国際
人権ポスター展　 12月４日㈫～９日㈰
人権学習課

　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

２００８年版県民手帳販売中

　最新の滋賀県の様子がわかる統計資
料や知っていると便利な暮らしの情報な
ど盛りだくさんの内容が、コンパクトにま
とめられています。企画課または各支所
地域振興課で購入できます。 １冊500円
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

「環境美化の日」の美化活動にご協力を

　12月１日は環境美化の日。毎年この日
の前後に実施される県下一斉清掃活動
に合わせ、本市での早朝ボランティア活
動にみなさんのご協力をお願いします。
12月５日㈬７:30～８:15（小雨決行）
八日市文化芸術会館駐車場集合（青葉町）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

ヨシ刈りを楽しもう！

　伊庭内湖でヨシ刈りを体験します。ヨシ
笛コンサートや野鳥観察なども行います。
12月８日㈯10:00～15:00（小雨決行）
能登川水車とカヌーランド集合（伊庭町）
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

国際ふれあいパーティー

　東近江国際交流協会の主催で、外国人
のみなさんと楽しいひとときを過ごします。
12月16日㈰12:00～14:30 市役所別

館 500円 12月14日㈮まで
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

市民ギャラリー

徳永信子・大橋嘉江アート二人展・水引細
工展　12月13日㈭～平成20年１月15日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

平成20年度入札参加資格審査の申請

　平成20年４月以降の本市の入札に参
加する場合は、資格申請が必要です。
◆業種＝①建設工事②測量および建設
コンサルタントなど③物品および役務
平成20年２月１日㈮～８日㈮9:00～11:30、
13:00～16:00（土・日曜日は除く） 市役所

別館 申請の要領および書類は、12月10
日㈪以降に契約検査課または各支所地
域振興課で配布します。市ホームページ
からもダウンロードできます。
契約検査課

　☎0748-24-5614　 050-5801-5614

ひがしおうみのキャンドルナイト

　一年の間で一番日の短い冬至の夜に、
ご家庭の電気や外部照明を消してロウソ
クを灯し、環境にやさしい時間を過ごす
取り組みに参加しませんか。
12月22日㈯20:00～22:00
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

職種 募集人数 受験資格

保健師 ２人程度 ◇昭和52年４月２日以降生　◇保健師資格所有者また
は平成20年３月末までに取得が確実な人

★申込期間＝12月３日㈪～21日㈮★試験日＝平成20年１月20日㈰★試験会場＝市役所別館
（勤労福祉会館）★申込用紙は職員課に請求してください。詳しくは、お問い合わせください。

市職員募集（平成20年度採用）　 職員課　☎0748-24-5601　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5601

市営住宅入居者募集（定期募集・公営住宅)　 住宅課　☎0748-24-5652　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5652

団地名 戸数 構造 間取 月額家賃 敷　金
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 8,400円～12,900円 25,200円～38,700円
今堀（〃）単身可 １戸 簡易耐火２階建 ２DK 7,400円～12,400円 22,200円～37,200円
ひばり丘（ひばり丘町）２戸 中層耐火３階建 ２LDK 19,700円～37,800円 59,100円～113,400円
松原（山上町） １戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,900円～37,900円 68,700円～113,700円
簗瀬（五個荘簗瀬町） １戸 中層耐火３階建 ３DK 17,900円～29,600円 53,700円～88,800円
★入居可能日＝１月11日以降 12月３日㈪～10日㈪（土・日を除く）8:30～17:15★入居説明会（抽
選会）＝１月７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※単身入居は別要件あり★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。

第１部：混声合唱のための
　　　「世界の愛唱歌メドレー」
第２部：ベートーベン交響曲
　　　　　　第九番（合唱付き）
★合唱：東近江第九合唱団
12月２日㈰14:30開場、15:00開演
2,500円（全席自由）

八日市文化芸術会館　☎0748-23-6862　 050-5801-5636

「第九in東近江」２００７第九演奏会
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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）、 （IP電話）になります。費用の記載がないものは無料です。

　　　　第３日曜日は、

家族ふれあいサンデー

12/16㈰

　　　　 人権週間

12月4日㈫～10日㈪
育てよう
一人ひとりの
人権意識

就学校の変更

　公立の小中学校は、通学区域により就
学校を指定していますが、特別な事情に
より就学校の変更ができる場合がありま
す。平成20年度以降の変更を希望され
る場合（入学予定者を含む）は、手続が必
要ですので、平成20年１月18日㈮までに
お問い合わせください。
学校教育課　

　☎0748-24-5671　 050-5801-5671

来て！見て！体験子ども屋台村

　TENBINわくわく発見隊の成果発表や
食べ物や体験ができる屋台などが楽しめ
ます。 12月２日㈰10:00～15:00 てん
びんの里文化学習センター（五個荘竜田町）
五個荘教育分室

　☎0748-48-7100　 050-5801-7100

12・１月のし尿収集業務のお休み

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域

12月
１日㈯･２日㈰･８日㈯･９日㈰
15日㈯･16日㈰･22日㈯･23日㈰
24日㈷･29日㈯･30日㈰･31日㈪

１月
１日㈷･２日㈬ ･３日㈭･５日㈯
６日㈰･12日㈯･13日㈰･14日㈷
19日㈯･20日㈰･26日㈯･27日㈰

※年末は業務が集中しますので、年内の
予約は12月14日（愛東・湖東地区は21日）
までにお願いします。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

　従業者数４人以上の製造事業
所を対象に、工業統計調査を実施
します。基準日は12月31日で、12月
から１月にかけて調査員が伺いま
す。調査票に記入された内容は、統
計法により秘密が厳守されますの
で、正確なご記入をお願いします。
経済産業省、滋賀県、東近江市

企画課
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

製造事業所のみなさん
工業統計調査にご協力ください

12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 10:00～15:00 市民相談室（21日㈮は12:00まで）※ただし、３日・24日・28日・31日は除く。

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
７日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
10日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

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

登記相談 21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。

12日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）12月５日㈬８:30から

19日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室※予約受付（定員６人）12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）12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。

４日㈫ 13:00～16:00 南部公民館・建部公民館
５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
７日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
10日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
11日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

４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

子どもに

関する相談
月～金曜日 ８:30～17:15

こども支援センターひばり
　☎0748-24-5663　 市役所別館１階
・ぎゃくたいほっとライン ☎0748-24-5687
・でんわ相談 ☎0748-24-1111

心のやすらぎ相談 20日㈭・
１月10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 １月９日㈬ 10:00～15:30 12月28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

広報ひがしおうみ　2007.12.1

　　
東近江ケーブルテレビ（特別番組）

「特色ある学校づくり」
〈大凧づくりと八日市南小まつり〉

　12月29日㈯、30日㈰（再放送）
　　19:45～20:00

「市議会生中継（12月定例会）」

　12月11日㈫、12日㈬、21日㈮
広報課　☎0748-24-5611

　　　　　　 050-5801-5611

市政広報番組放送


