
※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。

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

おひざでだっこのおはなし会
　５月１日㈭10:30～10:50
おはなし会　５月10日㈯ 10:30～11:30、
　24日㈯ 10:30～11:10
えほんのじかん　５月17日㈯10:30～11:00

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

八日市フォトクラブ東近江路写真展
　５月11日㈰まで
ライブラリーシアター　14:00から
　５月10日㈯「フラガール」（120分）
てんとうむしの紙芝居「かっぱのすも
う」ほか　５月10日㈯15:30～16:00
夢見るタッチ　竹久夢二の絵本画展　
　５月17日㈯～６月１日㈰
おはなし会 ５月17日㈯、24日㈯、31日㈯15:30～16:00

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

ひがしおうみエンドレス（はしご）ライブ
　５月４日㈷16:00から
ライブラリーシアター　14:00から
　５月11日㈰「ドラえもん のび太と竜の
騎
き

士
し

」（90分）、18日㈰「デビル」（114分）、
25日㈰「トムとジェリーの大冒険」（84分）、
６月１日㈰「OK牧

ぼく

場
じょう

の決
けっ

斗
と

」（117分）
おはなしタイム　毎週土曜14:30から

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

有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　５月１日㈭20:00～21:30、21日㈬10:00～12:00
月曜の朝は太極拳で　 300円
　５月12日㈪・19日㈪10:00～12:00
音楽の散歩道（大正琴など） 300円
　５月８日㈭10:00～11:30
女性のための心と体の栄養補給講座　
　 300円　５月15日㈭10:00～11:30
おはなし会（幼児向け）５月16日㈮10:30～
11:00、（児童向け）５月17日㈯11:00～11:30

親子で楽しくリトミック　 一組300円
　５月28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

企画展「東近江の海外交流都市」
　５月１日㈭～６月１日㈰
メダカ探検隊  
　５月11日㈰ 13:30～15:30
美術グループ　エスカルゴ絵画展
　５月14日㈬～25日㈰

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

「芦田裕昭日本画展」ギャラリートーク
　 ５月４日㈰13:30から 先着20人（予

約可） 200円（小中学生100円）
「論語素読入門講座」受講生募集
　５月24日㈯、６月14日㈯、７月26日㈯、８月
９日㈯、９月13日㈯10:00～11:30※全５回
てんびんの里文化学習センター 500円

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

アクロバット・サーカス「新世紀スーパー雑技」
７月26日㈯14:00開演 前売2,000円、

当日2,500円（小学生以下：前売1,000円、当
日1,500円）※５月11日㈰発売開始、全席指定
大阪センチュリー交響楽団オーケストラ
名曲コンサート ８月３日㈰15:00開演
前売3,000円、当日3,500円（小学生以

上高校生以下：前売2,000円、当日2,500円）
※５月17日㈯発売開始、全席指定

※平成20年４月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき
人　口●118,904人 （－  36）

男： 58,883人 （＋  22）
女： 60,021人 （－  58）

世帯数● 40,540世帯（＋163）
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５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
（５日は除く） 10:00～15:00 市民相談室（16日㈮は12:00まで）

行政相談

８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
８日㈭・22日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
13日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
14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）
20日㈫ 10:00～12:00 湖東支所　１階自治振興室
21日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室

登記相談 16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。

14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）５月７日㈬８:30から

21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）５月14日㈬８:30から

27日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）５月20日㈫８:30から
合同行政相談 28日㈬ 13:30～16:30 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。

８日㈭、６月２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６月２日㈪ 13:00～15:00
13日㈫・20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
14日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
16日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室６月２日㈪ ９:00～16:00

20日㈫、６月２日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
20日㈫、６月２日㈪ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
６月２日㈪ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
６月２日㈪ ９:00～16:00 蒲生支所　２階201会議室

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 15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 ６月４日㈬ 10:00～15:30 ５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） 14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
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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。

テーバー町使節団のホストファミリー

　姉妹都市のテーバー町（カナダ アル
バータ州）から友好親善使節団が７月３日
～10日まで本市を訪れます。滞在中、ホー
ムステイをボランティアで引き受けていた
だける家庭を募集します。
市内在住で、朝夕に市役所まで団員を

送迎できる家庭 ５月12日㈪～23日㈮
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

パワーヨガ
6/9～7/28（毎週月曜７回）  
　  Ⓐ10:00～11:00
　  Ⓑ11:15～12:15

シェイプヨガ 6/9～7/28（毎週月曜７回）
19:30～20:30

スタイルupウォ
ーキング＆ボー
ルエクササイズ

6/10～7/29（毎週火曜７回）
10:00～11:00

16歳以上 各先着30人 5,000円
５月２日㈮ 9:00以降に受講料を添えて（電
話不可）※お子様連れの受講は不可

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

切り絵教室受講生

６月27日～９月26日の第４金曜日（４
回）13:30 ～15:30 高齢者やすらぎ交
流ハウス おおむね60歳以上 先着15
人 2,000円 ５月20日㈫まで

長寿福祉課
　☎ 0748-24-5645　 050-5801-5645

地域密着型サービス事業所

市の補助制度を利用し、愛東地区で「小
規模多機能型居宅介護拠点」を整備される
法人の介護保険事業者 ５月30日㈮まで

長寿福祉課
　☎0748-24-5678　 050-5801-5678

県民体育大会予選会の参加者

バレーボール ６月８日㈰ おくのの運動
公園体育館 男女別９人制。市内在住者で
編成（高校生以下除く） ５月31日㈯まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎0748-23-2376

勤労青少年ホーム講座受講生
講座名 日時 費用

お菓子 第１･３木曜日
18:30～21:00

4,500円
※別途材料費

書　道 第１･３水曜日
18:30～20:30 1,500円

トールペインティング 第１･３火曜日
18:30～21:00

2,500円
※別途材料費

魅力アップ
（メイク、ウォーキング）

第２･４木曜日
19:00～20:30 5,000円

料　理 第２火曜日
18:30～21:00 3,500円

受講：６～９月（８回、料理は４回） 15歳以
上30歳未満（高校生除く）。定員に満たない
場合、30歳以上可 各12人 ５月19日㈪まで

勤労青少年ホーム
　☎ 0748-22-1288　 050-5801-1139

東近江市民体育大会参加者

★種目：剣道　 ６月１日㈰9:00から
湖東体育館　※当日参加もできます 
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

愛知川の竹の子イベント参加者

★古竹伐採、タケノコ採りや瓶詰め講習な
ど ６月７日㈯9:00～12:00 愛知川河
川敷広場（阿弥陀堂町） 先着100人
作業のできる服装、帽子、軍手、のこぎり、
なた、水筒、タオル、雨具 300円 ５月30
日㈮まで。詳しくはお問い合わせください

能登川支所地域振興課
　☎0748-42-9913　 050-5801-9913

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

フライングディスク ６月15日㈰ ドラゴ
ンハット（蒲生郡竜王町） ５月７日㈬まで
スペシャルスポーツカーニバル 療育手
帳をお持ちの人 ７月５日㈯ 長浜ドー
ム ６月２日㈪まで

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640　℻0748-24-1052
　または各支所市民生活課

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

名画上映会　13:30から
　５月10日㈯「2001年宇宙の旅」（139分）
こどもえいが会 14:00から 
　５月11日㈰「スヌーピーの大冒険」（81
分）、25日㈰「銀河の魚」（23分）
おはなしのじかん ５月24日㈯15:00から
八日市美術協会小品展 
　５月14日㈬～21日㈬
延命荘趣味教室墨絵作品展  
　５月27日㈫～６月１日㈰
えほんのじかん 毎週土曜（３日以外）14:30から
　

  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
　５月15日㈭11:00から
永源寺ものづくり展 ５月16日㈮～６月15日㈰
おはなし会 毎週土曜（３日以外）14:00から

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

こどもえいが会 ５月18日㈰14:00から
　「ミッキーたちのハッピーホリデー」（51分）
おはなし会 毎週土曜（３日以外）14:00～14:30

　　市民大学受講生　　 生涯学習課 ☎0748-24-5672 050-5801-5672　

開催日 講　　　師
６月13日㈮ 先端医療振興財団理事長、元京都大学総長　　　　井村　裕夫さん
６月26日㈭ 国際生態学センター長、横浜国立大学名誉教授　    宮脇　  昭  さん
７月10日㈭ アルピニスト　　　　　　　　　　　　　　　　　野口　  健  さん
７月23日㈬ フリーアナウンサー　　　　　　　　　　　　　　広瀬久美子さん
８月20日㈬ 明治大学文学部教授　　　　　　　　　　　　　　齋藤　  孝  さん
９月２日㈫ 大相撲年寄、元関脇　寺尾　　　　錣山矩幸（しころやま　つねゆき）さん
９月25日㈭ パリ日本文化会館初代館長　　　　　　　　　　　磯村　尚徳さん
10月16日㈭ ドイツ文学翻訳家、口承文芸研究家　　　　　　　池田香代子さん
※演題・時間など詳しくは、申し込み先に設置の募集要項をご覧ください。
八日市文化芸術会館 先着700人  市内在住または在勤・在学者6,000円、ほかは8,000円※

１講座のみの聴講は2,000円★市内在住または在学の高校生を各講座先着20人、無料で招待 ５
月12日㈪以降に生涯学習課、各地区公民館・コミュニティセンター、八日市文化芸術会館まで



※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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白色トレイと紙パックの分別回収

　５月から湖東地区で白色トレイと紙パッ
クの分別回収が始まります。これにより、分
別回収を全市で取り組むことになります。
今後もみなさんのリサイクルへのご協力を
お願いします。日程など詳しくは、各世帯に
配布のごみカレンダーをご覧ください。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

指定ごみ袋の価格が変わりました

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
燃えるごみ（大） 30枚入り 190円
燃えるごみ（小） 30枚入り 130円
燃えないごみ １0枚入り 130円
資源ごみ 10枚入り 130円

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

「看護の日」の催し

　看護の日にちなんで、みなさんに病院
を身近に感じてもらうため、骨密度測定
や血管年齢測定など医療スタッフごとの
コーナーや市民ボランティアのハンドベ
ルコンサートがあります。 ５月10日㈯
13:00～16:00（コンサートは14:00から）

能登川病院
　☎0748-42-1333　 050-5801-1333

５月は「赤十字運動月間」

　日本赤十字社は、災害救助をはじめ
国際活動や血液事業など幅広い活動をし
ています。この活動を支えるのがみなさ
んの温かい心です。ご協力いただける人
は、赤十字社員への加入をお願いします。
社会福祉課

　☎0748-24-5644　 050-5801-5644

たばこ自動販売機では「タスポ」が必要です

　未成年者の喫煙防止のため、６月１日か
ら県内の自動販売機でたばこを購入され
る場合、成人識別カード「taspo（タスポ）」
が必要です。カードの発行は、販売店など
に設置の用紙でお申し込みください。
市民税課

　☎0748-24-5604　 050-5801-5604

し尿収集業務のお休み（５月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
５月３日㈷、４日㈷、５日㈷、６日㉁、10日㈯、11
日㈰、17日㈯、18日㈰、24日㈯、25日㈰、31日㈯
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

オー！キッズフェスティバル

　バルーンアートやアイスクリーム作り、お
はなし会など ５月３日㈷９:30～15:30

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

「ごみゼロ大作戦」の開催

　東近江市さわやか環境づくり協議会と
美しい湖国をつくる会が主催し、八日市大
凧まつり会場周辺のごみを拾います。
５月18日㈰9:00～10:30（小雨決行）
愛知川河川敷（八千代橋付近）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

５月18日㈰10:00～15:00（雨天中止）
市役所駐車場 ５月10日㈯10:00から、
八日市まちかど情報館まで（八日市本町
13－６☎0748-23-4528）※電話申込不可、
販売を業にしている人は出店不可 先着
75区画（一人１区画） 500円（申込時前
払い、返金なし）★出品＝不用品や手作り
したもの※食料品や合成洗剤は不可
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

市民ギャラリー

市民ギャラリー運営委員作品展①
５月１日㈭～20日㈫

「鈴鹿山脈の四季」中川昭彦写真展
市民ギャラリー運営委員作品展②
５月22日㈭～６月10日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

東近江やまの子キャンプ青年リーダー

　市内の豊かな自然を舞台にしたキャン
プのお手伝いをしていただける青年リー
ダーを募集します。★子どもたちと寝食
をともにしたグループ活動の支援 ８月
３日㈰～８日㈮※事前研修６回 愛郷
の森キャンプ場ほか 高校生以上でお
おむね25歳まで ５月15日㈭まで

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

　当センターでは、育児支援が必要な人
（依頼会員）に支援できる人（協力会員）を
紹介し、地域で子育てを支援しています。
会員になるには、講座の受講が必要です。
５月26日㈪、28日㈬、30日㈮10:00～16:00
①依頼会員＝26、30日の午前を受講
　②協力会員、両方会員＝すべてを受講
ウェルネス八日市 ５月23日㈮まで
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202

  人権のまちづくり講座受講生   人権学習課 ☎0748-24-5673、℻0748-24-0752                                                                          　　　　　　　　 050-5801-5691　　　　
日時 内容・講師 会場

①６月14日㈯
10:00～11:40

講演「暴力をなくすために～女性相談の現場から～」
ＮＰＯなら人権情報センター相談員　福岡ともみさん

てんびんの
里文化学習
センターホー
ルあじさい

②６月21日㈯
10:00～11:30

手話講座・講演「私が障がい者になって思うこと」
まちかどプロジェクト　永

な が

野
の

朝
あ さ

香
か

さん
③６月28日㈯
10:00～17:00

バス研修「フィールドワーク」なら人権スポット探訪　
※昼食代1,000円のみ必要

奈 良 県

④７月５日㈯
10:00～11:30

講演「韓流ブームの裏側で～在日韓国・朝鮮人をとりま
く現実～」　　　　　　　　　　　　　　李

い

　優
う じ ゃ

子さん
ショッピン
グプラザ・
アピア４階
研修室

⑤７月12日㈯
10:00～12:00

講演「だまされない目から世界の平和が見える」
国際平和ミュージアム名誉館長　安

あ ん

齋
ざ い

育
い く

郎
ろ う

さん
各先着100人（③のみ先着50人） ６月６日㈮までに各世帯に配布の申込書でお申

し込みください（電話・ファックス可）



15

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。

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
◇えこすまいる（市の環境への取り組み）
　５月19日㈪18:00～25日㈰
※放送時間は、東近江ケーブルテレ
ビの文字放送をご覧ください。
◇東近江市新緑イベント（生中継）
　５月25日㈰11:30から　
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

宝くじ助成で自治会の備品を整備

　中岸本町自治会では、㈶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、コミュニティ活動を推進するため
の広場のトイレと物置を整備されました。
総務課　

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

犬の登録・狂犬病予防注射

対象地域 実施日（５月）愛　東 15日㈭
八日市 20日㈫ 湖　東 22日㈭
永源寺 21日㈬ 能登川 16日㈮
五個荘 13日㈫ 蒲　生 14日㈬

★会場と時間は、自治会回覧または市
ホームページをご覧ください。
新規＝6,200円（注射含む）、登録済（登

録カードをお持ちください）＝3,200円
生活環境課　☎0748-24-5633
050-5801-5633または各支所市民生活課

スズメバチの巣は早期の駆除を

　市に相談の多いコガタスズメバチは、
５月中旬から６月にかけて軒下や庭木に
巣を作り、近づいたり振動を与えると刺
されることがあります。駆除は土地の所
有者などにしていただくことになります。
駆除される際は、専門業者を紹介します。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

公共下水道で快適な生活を

　新たに次の各町の一部区域で、公共
下水道が使用できるようになりました。

トイレの水洗化は３年以内に
　公共下水道が整備されると、くみとり式
便所は３年以内の水洗化が義務付けられ
ます。なお、排水設備工事は、市指定の工事
店に限られます。工事内容や費用は、工事
店にご相談ください。工事店の一覧表は
下水道課、市民課、建築指導課にあります。
下水道課

　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

みんなで来て！見て！2008こどもまつり

　市内８つの児童館合同のおまつりです。
小中学生が企画する遊びのコーナーや食
べ物コーナーなどで楽しめます。 ５月17
日㈯12:00～15:30※チケット販売は11:30
から やわらぎの郷公園（南須田町）
つくし児童館

　☎0748-42-6422　 050-5801-6422

東近江よかよかまつり

　障害のある人によるステージ発表、作
業所製品の展示、販売などを通して、地
域の人との交流の場として東近江圏域を
対象に開催します。 ５月31日㈯10:00
～15:00 あかね文化センター
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

パソコンのリサイクルにご協力ください

　パソコンは不燃ごみとして取り扱いでき
ないため、メーカーが回収・リサイクルして
います。回収するメーカーがないものは、パ
ソコン３Ｒ推進センター（☎03-5282-7685）
に申し込んでください。マーク入り（下）の
パソコンは、手数料が不要
です。マーク入り以外でも、
手数料を支払うとメーカー
が引き取っています。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

新しい不法投棄監視員のみなさん

　不法投棄を発見された場合は、各地
区の監視員までご連絡ください。任期は
平成22年3月31日までです。（敬称略）
地　区 氏　名 電話番号
平　田 長田　亮 0748-22-2960
市　辺 堤　昭典 0748-23-3345
玉　緒 西澤　豊一 0748-23-0679

御　園 村井　洋 0748-22-3444
坂田　正美 0748-22-3770

建　部 小林　弘 0748-23-1484
中野・八日市 石川　良幸 0748-22-1333
南　部 熊谷　勇 0748-23-6262

永源寺
川﨑　一雄 0748-27-0744
廣瀬　功 0748-29-0615
野田　正雄 0748-27-0162

五個荘
三上　剛一 0748-48-3068
中村　善一 0748-48-3687
河村　長夫 0748-48-3533

愛　東

野々村昭夫 0749-46-0869
久保田武治 0749-46-1170
川瀬　九市 0749-46-0546
川副誠之助 0749-46-0992
鶴田　由樹 0749-46-2154

湖　東

田中　宏一 0749-45-1086
村川　弥一 0749-45-3095
小林　英昭 0749-45-1012
坪田　和男 0749-45-0443
稲本　光男 0749-45-0440

能登川

桂田　泰範 0748-42-2564
武藤　久 0748-42-1905
大林　弥善 0748-45-0597
武田　義一 0748-42-3680

蒲　生

山田　保夫 0748-55-0716
西塚　一郎 0748-55-2275
山﨑　唯夫 0748-55-2393
井上　榮作 0748-55-2767

廃棄物対策課
　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

児童手当の手続きと支給日

　小学校修了前のお子さんを養育し、受
給資格がある人で、認定手続きがまだの
場合は至急手続きをしてください。
　前年度に手当を受給できなかった人
も、平成19年中の所得条件などにより
受給できる場合がありますので、お問
い合わせください。
★６月10日㈫は児童手当の支給日です
　２～５月分の児童手当の支給日です。金
融機関によっては２～３日遅れる場合があ
ります。振込口座を変更される場合は、５
月30日㈮までに手続きをしてください。
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

布施町、蛇溝町、瓜生津町、大森町、芝原町、
岡田町、御園町、林田町、五智町、
中小路町、建部北町、能登川町、
伊庭町、大塚町、川合町

広報ひがしおうみ　2008.5.1


