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

浅岡利三郎写真展  
　２月７日㈭～24日㈰
ライブラリーシアター　14:00から
　２月９日㈯「息子」（121分）
てんとうむしの紙芝居「これはりんご」ほか
　２月９日㈯15:30～16:00
おはなし会 ２月16日㈯、23日㈯15:30～16:00
湖東中学校３年生卒業美術展覧会
　２月16日㈯～28日㈭
こどもえいが会　14:00から
　３月１日㈯「おさるのジョージ」（87分）

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

おはなしタイム　
　毎週土曜日14:30から
ライブラリーシアター　14:00から
　２月３日㈰「名探偵コナン パート２～５」
（100分）、10日㈰「ティファニーで朝食を」（114
分）、17日㈰「ドナルドのにぎやかなバースデ
ー」（48分）、24日㈰「東京物語」（135分）､３月
２日㈰「劇場用映画ちびまる子ちゃん」（98分）
おひざでだっこのおはなし会
　２月７日㈭、３月６日㈭10:30から

  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
　２月４日㈪・18日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　２月13日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円
　オカリナと二

に

胡
こ

の演奏など
　２月14日㈭10:00～11:30
おはなし会
　（幼児向け）２月15日㈮10:30～11:00
　（児童向け）２月16日㈯11:00～11:30
きらり講座・その⑩　 300円
　２月21日㈭10:00～11:30
あかね寄席　月亭八方・桂きん枝二人会
　２月24日㈰15:00～17:00
　 3,000円（前売り2,500円）※全席指定
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。
　２月27日㈬10:00～11:00
　 １～２歳の幼児と保護者

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

能登川中学校３年生卒業記念制作展
　２月20日㈬～３月２日㈰
能登川南小学校６年生学習成果発表展
　３月５日㈬～16日㈰

 近江商人博物館　☎0748-48-7101　　　　　　　　　　        050-5802-3134

藤井志満子作品展～思い出を小さな着物に～
　本市にゆかりのある藤井さんの作品
展。思い出の着物を利用した市松人形

の小さな着物や手作り人形、小物細工
などをお楽しみください。特に、細やか
にできた近江商人の人形は必見です。
　２月１日㈮～３月30日㈰
200円（小中学生100円）

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

八日市文芸バレエ教室定期発表会
　教室の生徒などによるコッペリア全３
幕ほか　
　２月10日㈰14:00～18:00

※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。

２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
（11日は除く） 10:00～15:00 市民相談室（15日㈮は12:00まで）

行政相談

５日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
８日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室

12日㈫・26日㈫ ９:30～12:00 市民相談室
13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）
14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
19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
20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 15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。

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

20日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）２月13日㈬８:30から

29日㈮ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）２月22日㈮８:30から
合同行政相談 13日㈬ 13:30～16:00 ショッピングプラザ・アピア４階　情報プラザ

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。

12日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
12日㈫・26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
13日㈬ 10:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
14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
15日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
19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

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 7日㈭・14日㈭
３月６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 ３月５日㈬ 10:00～15:30 ２月27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） 13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

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。
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八日市文化芸術会館
市教育研究所　

　☎0749-45-3738　 050-5802-3274

市民ギャラリー

八日市フォトクラブ写真展／くみひも悠遊作品展
　２月７日㈭～26日㈫
野田洋一郎水彩画展／趣味の陶芸作品展
　２月28日㈭～３月18日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

ファミリー・サポート・センター会員

　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）をセンターが
紹介し、地域で子育てを支援します。会員
になるには、講座の受講が必要です。
２月18日㈪
10:00～14:30

・子どもの食事
・子どもの体の発達と健康

２月19日㈫
10:00～16:00

・子育てを楽しもう
・救急救命講習

２月20日㈬
10:00～15:00

・楽しいな、絵本
・子どもの心の発達

①依頼会員（先着10人）＝18・20日両日
の午前中を受講②協力会員（先着20人）
＝３日間すべてを受講 ウェルネス八日
市（建部上中町） ２月15日㈮まで

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

東近江シニアドリームプロジェクト参加者

　「何か始めたい」というシニア世代のみ
なさんが、活動の仲間を増やしたいグルー
プなどと交流する場として開催します。里
山保全や環境保護、まちづくりに取り組む
グループ、様 な々趣味をもっている人たち
が参加しますので、ぜひお越しください。
２月23日㈯ 13:30～16:30（時間内であ

れば参加自由） 愛東福祉センターじゅ
ぴあ おおむね50歳以上で活動への参
加や仲間づくりをしたい人 申し込みは
不要です。直接会場にお越しください。
長寿福祉課　

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

バレーボールカーニバル参加チーム

２月24日㈰9:00から 布引運動公園
体育館 男女混合９人制（男子４人以
下、女子５人以上） １チーム2,000円
２月15日㈮まで
市バレーボール協会（奥村） ☎0748-23-2376

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

えほんのじかん    毎週土曜日14:30から
ほっこりフェルト作品展～羊毛でつくる
もの～　２月２日㈯～15日㈮
名画上映会　13:30から
　２月９日㈯「Shall We ダンス？」（136分）
こどもえいが会　14:00から
　２月10日㈰「アニメーション ニムの秘密」

（82分）、24日㈰「ふゆものがたり」（30分）
元気なあしたをみつけよう～図書館で
まなぶ・あそぶ・つながる～　山口源治
郎さん講演会、本のリサイクル市、おはなし
会など　２月16日㈯13:00～16:00 あか
ね文化センター（託児は申し込みが必要）
おはなしのじかん   ２月23日㈯15:00から
家族を考える・夫婦って何～シニア世代
ふたりの時間をゆたかにするために～
　心療内科医の黒川順夫さんを講師に
迎え、現代の家族や夫婦が抱えるスト
レスと解消法を学びます。
　３月２日㈰13:30～16:00 先着40人

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

おはなし会　毎週土曜日14:00から
図書館落語会（出演：桂二乗、笑福亭た
ま、桂米平、三味線：北本二三代）
　２月３日㈰14:00から
魔法の板・カプラであそぼう
　カプラを積んで遊ぶワークショップ
　２月17日㈰ 14:00から
おひざでだっこのおはなし会
　２月21日㈭11:00から
近藤薫美子絵本原画展「のにっき」「か
まきりっこ」　２月24日㈰～３月９日㈰
近藤薫美子講演会「小さないのちにか
こまれて」　３月１日㈯ 14:00 から
　

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

おはなし会　毎週土曜日13:30～14:00
こどもえいが会　14:00から
　２月17日㈰「ちびまる子ちゃん傑作選
　野口さん、初登場！」（70分）

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

おはなし会　２月９日㈯10:30～11:30、
　23日㈯10:30～11:10
おひざでだっこのおはなし会
　３月２日㈰10:30～10:50

　八日市大凧まつり実行委員会では、５月25
日㈰に開催する「2008年八日市大凧まつり」を
盛り上げていただく「風の女神」を募集します。
八日市大凧に関心があり、八日市大凧まつ

りや関連事業に参加できる18歳以上の女性
（年齢は平成20年４月１日現在、高校生不可）
２人（３月１日㈯の面接により選考）
２月22日㈮までに必着。商工観光課に設置の用紙で応募してください。用紙は、市

ホームページからのダウンロードや郵送もできます。★特典=記念品と賞金２万円
商工観光課　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

募集 八日市大
おお

凧
だこ

まつり 風 神女の

※平成20年１月１日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,820人 （－69）
男： 58,832人 （－60）
女： 59,988人 （－９）

世帯数● 40,241世帯（－39）
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宝くじ助成で自治会の備品などを整備

　妹町自治会では、㈶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
動に活用する備品な
どを整備されました。
総務課　

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

浄化槽の法定検査

　浄化槽の機能が正常でないと、水路
などが汚染される場合があります。その
ため、年一回の法定検査が義務付けら
れています。必ず検査を受け、日々の維
持管理に努めましょう。
★実施機関（直接依頼してください）
　㈳県生活環境事業協会 ☎077-554-9271
5,000円（20人槽以下）
生活環境課　

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域のみなさんへ
ゴミの出し方にご協力を

　ごみのリサイクルのために、白色トレイ
と紙パックの回収がすでに始まってい
ます。しかし、白色トレイの中に色や柄が
あったり、汚れのひどいトレイが混ざって
います。紙パックでも、水洗いされていな
いものや切り開いて乾燥できていないも
のがあります。リサイクル率100％をめざし
て、みなさんのご協力をお願いします。
廃棄物対策課　

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

愛東･湖東地域のみなさんへ
し尿処理場「豊

ほう

楠
こう

苑
えん

」の休業

　湖東広域衛生管理組合し尿処理場
「豊楠苑」の施設工事を行います。期間中、
収集業務ができないため、みなさんにはご
迷惑をおかけしますが、工事期間の前に
収集をしていただきますようお願いします。
工事期間＝２月９日㈯～17日㈰
生活環境課　

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

し尿収集業務のお休み（２・３月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域

２月 ２日㈯･３日㈰･９日㈯･10日㈰･11日㈷
･16日㈯･17日㈰･23日㈯･24日㈰

3月
１日㈯･２日㈰･８日㈯･９日㈰･
15日㈯･16日㈰･20日㈷・22日㈯･
23日㈰･29日㈯･30日㈰

※早めに指定業者まで予約してください。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

消費者セミナー

ライフプランと保険～知っておきたい
医療保険と介護保険～
　生命保険文化センターから講師を招
き、公的な医療・介護保険および民間の
保険について、制度やしくみを学びます。
２月13日㈬ 13:30～15:30 市役所別

館２階 50人（申し込みは不要です。直
接会場にお越しください）
消費生活課　

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

猫の被害が増えています

　猫が原因となる苦情やトラブルが多く
なっています。飼っていない猫に食事を
与えると、人に近づくようになり、鳴き
声や糞

ふん

、物が荒らされるなど被害の原
因になります。食事を与えるのであれば、
自分の飼い猫として責任をもちましょう。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

都市計画案の縦覧

　県が決定する近江八幡八日市都市計
画公園（布引運動公園）の変更案につい
て、意見書を提出することができます。
（縦覧・提出）２月13日㈬～27日㈬
　※土・日を除く8:30～17:15

開発調整課　
　☎0748-24-5657　 050-5801-5657

認知症を知り、地域をつくる講演会

　「認知症になっても安心して暮らせる
まちづくり」をテーマにした発表や講演
で、認知症への理解を広げます。
①東近江市認知症キャラバン･メイトの活
動報告、認知症サポーター講座の実例発表
②小宮英美さん（NHK国際局制作センター）
の講演「本人の立場から考える認知症ケア」
３月15日㈯13:30～16:00（手話通訳あり）
五個荘福祉センター 400人 いき

いき支援課、各支所福祉課に設置の用紙
で２月29日㈮までにお申し込みください。

いきいき支援課　
　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

市文化団体連合会 芸能発表会

　市内の地区文化協会から各種団体が
集う芸能発表会 ２月３日㈰10:00開演
八日市文化芸術会館
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

市教育研究所研究発表大会・講演会

①研究論文表彰②コンピューター教材開
発推進委員会の研究報告③花園大学名
誉教授 西村恵信さんの講演「教育者であ
ることの条件」 ２月14日㈭14:00～17:00

広報ひがしおうみ　2008.2.1

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。

　

東近江ケーブルテレビ（特別番組）

◇水辺の環境
　2月９日㈯、11日㈷～15日㈮21:00
　～21:30、10日㈰14:00～14:30
◇東近江市こども議会
　2月16日㈯～22日㈮16:30～18:00
◇菜の花エコプロジェクト
　2月23日㈯～29日㈮21:00～21：30
◇地球温暖化ってなんだろう
　2月23日㈯～29日㈮21:30～22：00
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

家族ふれあい
サンデー

　高校生以下の子どもを含む家族で
「ふれあいカード」を持参すると、市内
７施設とちょこっとバスの利用が無
料になります。
青少年課　☎0748-24-5675

　　　　　　 050-5801-5675

2/17㈰




