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おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　６月４日㈬、28日㈯
名画上映会　13:30から
　６月７日㈯「キューポラのある街」（100分）
こどもえいが会 14:00から 
　６月８日㈰「きかんしゃトーマス～ト
ーマスとさかなつり～」（20分）、22日㈰
「猫の事務所」（22分）
がんぴ会ちぎり絵サークル展  
　６月17日㈫12:00～29日㈰ 16:00
おはなしのじかん ６月28日㈯14:30から
えほんのじかん毎週土曜（28日以外）14:30から
※６月から第１水曜・第４土曜に、乳幼児向け
「おひざでだっこのおはなし会」を開催します。
第４土曜「えほんのじかん」はなくなります。

  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
　６月19日㈭11:00から
野の花展　６月18日㈬午後～22日㈰
おはなし会　毎週土曜日14:00から
野の花を生ける会　
　６月22日㈰14:00～15:00 先着20人

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

こどもえいが会 ６月15日㈰14:00から
　「アラジン／ジャファーの逆襲」（69分）
おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30

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

おひざでだっこのおはなし会
　６月７日㈯10:30～10:50
おはなし会　６月14日㈯ 10:30～11:30、
　28日㈯ 10:30～11:10
えほんのじかん６月21日㈯10:30～11:00

  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
　６月８日㈰「ネバーエンディング・ストー
リー」（94分）、15日㈰「ラストエンペラー」
（163分）、22日㈰「アルプスの少女ハイジ」
（107分）、29日㈰「銀河鉄道9

スリーナイン

99」（99分）
おひざでだっこのおはなし会 10:30から
　６月12日㈭、7月3日㈭
男声合唱団「まほろば」演奏会　　
　６月14日㈯14:00開演
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

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

こどもえいが会 ６月７日㈯15:30から
　「ねずみのでんしゃ」（30分）
ライブラリーシアター　14:00から
　６月14日㈯「武士の一

いち

分
ぶん

」（121分）
てんとうむしの紙芝居「ねないこだあ
れ」ほか　６月14日㈯15:30～16:00
おはなし会６月21日㈯、28日㈯15:30～16:00

  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
　６月２日㈪・16日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　６月５日㈭20:00～21:30、18日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円
　６月12日㈭10:00～11:30
女性のための心と体の栄養補給講座　
　 300円　６月19日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　６月25日㈬10:00～11:00
　 １～２歳の幼児と保護者

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

「商家の家訓」展
　近江商人が残した知恵の結晶を紹介。
　６月24日㈫～7月13日㈰
　 200円（小中学生100円）

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

企画展「東近江の街道ー御
ご

代
だい

参
さん

街道ー」
　６月７日㈯～29日㈰
ホタル観察会（申し込みが必要）
　６月14日㈯19:30～21:00
猪子山キノコ観察会（申し込みが必要）
　６月21日㈯13:30～15:30

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

本町パサージュ2008『アートが街にやってくる』
　手芸や工芸などの分野で活動する人が
一堂に会し、作品の展示、販売、実演など。
６月14日㈯10:00～16:00
八日市本町商店街アーケード通り

６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（20日㈮は12:00まで）

行政相談

２日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
３日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
６日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
11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）
12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

12日㈭・26日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
18日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
24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

登記相談 20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。

11日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）６月４日㈬８:30から
18日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）６月11日㈬８:30から
24日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）６月17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。

10日㈫・17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
11日㈬ ９:00～12:00 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

※上記以外で緊急の場合は、市役
所代表番号（最終ページ記載）

心のやすらぎ相談 ２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 ７月２日㈬ 10:00～16:00 ６月25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） 11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。

里山で学ぶ「いい大人」講座参加者

　里山で学んだり楽しみながら、退職シニ
アの人などが地域活動に参加するきっかけ
づくりとして開催します。１つ目の講座「里
山の四季」では、季節の移ろいを感じなが
ら里山を知り、保全活動を体験します。
６月８日㈰、９月27日㈯、12月６日㈯、

平成20年２月28日㈯10:00～15:00（４回
連続講座） おおむね50歳以上 先着
20人（申し込みが必要） 1,200円

河辺いきものの森（建部北町）
　☎0748-20-5211　 050-5801-5211

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加していただける
選手を募集します。★種目＝ホッケー、ボ
クシング、レスリング、セーリング、自転車、
ハンドボール、相撲、馬術、フェンシング、
ライフル射撃、カヌー、アーチェリー、空手
道、クレー射撃、なぎなた、ボウリング
６月11日㈬まで（申し込み多数の場合、

予選あり。詳しくはお問い合わせください）
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

ドラゴンカヌー大会参加チーム

★競技方法：ドラゴン艇に10人一組で乗
艇。往復300メートルでタイムを競います。
①市民大会：６月29日㈰②親善大会：

７月27日㈰ 能登川水車とカヌーランド
（伊庭町） ①市内の中学生以上で、原
則自治会単位（合同チーム可）②15歳以上
（中学生除く）で、一般の部は性別不問、
女性の部は舵取りに男性１人は可★ほか
要件あり 各大会先着78チーム（②は一
般の部60、女性の部18） ①は６月13日
㈮までにスポーツ課または能登川公民館
へ、②は６月13日㈮～７月４日㈮に参加料
（１チーム7,000円）を添えて能登川公民
館へ、それぞれお申し込みください。
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674
　能登川公民館
　☎0748-42-3200　 050-5801-3200

東近江市民体育大会参加者

★柔道　
６月29日㈰9:00から 布引運動公園

体育館 ６月13日㈮まで
★ソフトテニス　
７月13日㈰9:00から ひばり公園
７月４日㈮まで
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

蒲生野短歌会作品

　額
ぬかたのおおきみ

田王と大
お お あ ま の み こ

海人皇子の相
そう

聞
もん

歌
か

の舞台
となった蒲生野にある万葉の森船岡山
一帯で今秋、蒲生野万葉まつりが開催さ
れます。
　これにあわせて、短歌を募集します。
７月15日㈫（必着）までに、400字詰原稿

用紙（縦書き）の右半分に未発表の自作
品２首（１首でも可）、左半分に郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・電話番号を記入
し、送付 出詠料（２首１組）＝1,000円（1
首でも同額）。現金書留または郵便定額小
為替で作品とあわせてお支払いください。
小中高校生は無料 一般の部＝不問、
小学生の部・中高校生の部（参加賞あり）

生涯学習課　
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号

わんぱくバドミントン教室参加者

　10月のスポレク滋賀のＰＲイベントとし
て、子どもたちの体験教室を開催します。

開催日 会　場
６月14日㈯ 能登川スポーツセンター
６月28日㈯ 湖 東 体 育 館
７月12日㈯ 蒲 生 体 育 館
７月26日㈯ 五個 荘 体 育 館
８月９日㈯ 永源寺運動公園体育館

すべて10:00～12:00
市内の小学２年生～中学２年生
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

フィットネス講座受講生

講座名 開催日時
①パワーヨガ
（初級）

7/5～8/23毎週土曜 
10:30～11:30

②ヨガピラティス
6/26～8/7毎週木曜
Ⓐ19:30～20:15
Ⓑ 20:30～21:15

③スタイルupウォ
ーキング＆ボール
エクササイズ

８/８、9/12、10/16、
11/14（４回）　
19:30～20:30

16歳以上 各先着30人 5,000円
（③は3,000円） ６月１日㈰ 9:00以降に
受講料を添えて申し込んでください（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

就職支援「パソコンＣＡＤ講座」受講生

　ＣＡＤ（コンピュータ支援による設計製
図）の基礎的概要や基本操作を学びます。
７月２日～平成21年２月18日の毎週水

曜19：00～21:00（30回） おおむね35
歳までの求職者 先着５人 36,000円
（別途テキスト代5,800円）
６月２日㈪～23日㈪（申し込み時に前

期分18,000円が必要）
勤労青少年ホーム

　☎ 0748-22-1288　 050-5801-1139

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

写真展「Ｃ
キャ ッ ト

ＡＴ Ｓ
ス ケ ー プ

ＣＡＰＥ～猫のいる風景～」
　６月３日㈫～15日㈰

10月以降にも木の実や花を使った染
色、リース作り、枝や丸太での木工な
どの講座を開催します。詳しくは、広
報紙で改めてお知らせします。

　国道421号石
いし

榑
ぐれ

トンネルや道路改良
の早期実現をめざすとともに、市民の交
流と健康増進を図るため、開催します。
6月22日㈰8:40～14:00（雨天決行）

★コース：市林業センター（杠葉尾町）～
木地師やまの子の家（蛭谷町）往復15㎞
★集合場所：7:45に市役所本庁舎駐車
場（市林業センターまで送迎）、8:40に
市林業センター
自由（小学生以下は保護者同伴）
先着200人 ６月16日㈪までに、

参加費200円（小学生以下100円）を
添えてお申し込みください

管理課　☎0748-24-5654
　　　　　　 050-5801-5654
　　または各支所地域振興課

鈴鹿国定公園指定40周年記念事業

国道421号鈴鹿やまなみウォーク
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６月１日～７日は水道週間です

ただいまァー 蛇口ひねって 水ゴクリ

　水は限りある資源。節水はもちろん、配
管途中の漏水についてもご確認ください。
漏水はすべての蛇口を閉め、水道メータ
ーを確認します。パイロット指針（写真①）
か１リットル指針（同②）
が動いていれば漏水の
状態です。宅内修繕は、
市指定給水装置工事事
業者にご依頼ください。
水道課
　☎0748-22-2061　 050-5801-2061

能登川清掃センターの休業日

　機械修理のため６月12日㈭～17日㈫
の間、休業します。期間中は、粗大ご
み・不燃ごみなどの搬入ができません。
なお、６月29日・11月30日・12月28日の各
日曜日が振替開業日となります。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

市民ギャラリー

●スズカフォトクラブ写真展
●馬場好彦  竹細工１本彫
６月12日㈭～７月１日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

オストメイトのための講習など

　オストメイト（病気などで人工肛門・
膀胱となられた人）とその家族を対象に
した、講習や相談、懇談など。
６月28日㈯13:30～16:00 市役所別館
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

消費者セミナー

★テーマ「楽しく話そう 正しく伝えよう」
★講師：中野栄美子さん（FM滋賀ｅ-ラ
ジオ パーソナリティ）　
６月30日㈪13:30～15:30 市役所別

館 先着50人 ６月25日㈬まで
消費生活課　

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

「コトナリエ」のスタッフ・イベント出演者

　８月に開催の「コトナリエ」のイルミネ
ーション飾り付けボランティアと点灯期
間中のミニイベント出演者を募集します。
★飾り付け作業
６月21日～７月20日の毎週土・日曜日

9:00～16:00 ひばり公園内（池庄町）
★ミニイベント出演者
６団体（審査により出演者を決定）
湖東支所　地域振興課

　☎0749-45-3701　 050-5801-3701

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★種目＝ボウリング
療育手帳をお持ちの人 ７月27日㈰
大津ボウル（大津市） ６月25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

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

　７月～平成21年１月に６講座（内容は
ご確認ください） おおむね60歳以上
６月２日㈪から★材料費が必要
延命荘　

　☎0748-22-6000　 050-5801-6000

楽しく泳ごう会参加者

７月20日㈰９:00～15:30 布引運動
公園プール 小学生以上の水泳愛好者
（小学３年生以下は保護者同伴） 先着
150人 ６月26日㈭～７月11日㈮

布引運動公園プール
　☎0748-25-0045　 050-5802-2538

市営住宅入居者（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
ひばり丘（ひばり丘町）２戸 中層耐火４階建 ２LDK 18,600円～32,500円 55,800円～97,500円

松原（上二俣町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 11,300円～18,700円 33,900円～56,100円
今堀（今堀町）
※単身入居可 ２戸 簡易耐火２階建 ２DK 7,400円～12,200円 22,200円～36,600円

★入居可能日＝７月11日以降 ６月９日㈪～16日㈪（土・日を除く）8:30～17:15★入居
説明会（抽選会）＝７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。

職　種 募集人数 受験資格
上級事務職 ８人程度

●昭和56年４月２日から昭和62年4月１日生
上級技術職（土木） １人程度

幼稚園教諭、
保育士

９人程度
●昭和56年４月２日から平成元年4月１日生
●幼稚園教諭免許および保育士資格を有する人、また
　は平成21年３月末までに取得が確実な人

図書館司書 １人程度
●昭和56年４月２日から平成元年4月１日生
●司書資格を有する人、または平成21年３月末までに取
　得が確実な人

★申込期間＝６月16日㈪まで★試験日＝７月20日㈰★試験会場＝滋賀文化短期大学★申込
用紙は職員課または各支所地域振興課に請求してください。詳細は、お問い合わせください。

市職員採用試験（平成21年度採用）
　 職員課　☎0748-24-5601 050-5801-5601

❶

❷

６月４日～10日は

     歯の衛生週間
　「歯」の健康には、毎日の歯みがきが
大切です。毎食後、歯をみがく習慣を
つけ、80歳で自分の歯が20本以上保
てるよう、歯の健康に心がけましょう。
健康推進課 ☎0748-24-5646

　　　　　　 050-5801-5646
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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。

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
◇市議会生中継（６月定例会）
　６月５日：開会、16日：代表質問、
　17～18日：一般質問、27日：閉会
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は基本
的人権が侵されることのないよう、人権
の擁護や相談活動をしています。相談は
無料で秘密は守られます。
　６月２日には特設人権相談を開設しま
す。詳しくは広報５月号（12ページ）をご
覧いただくか、お問い合わせください。
氏　名 住　所 電話番号
山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416
西村　立子 市辺町 0748-24-5620※
武久　國松 尻無町 0748-22-1791
山田　幸平 中小路町 0748-22-3019
藤本　聖順 今堀町 0748-22-5618
野瀬タマエ 青葉町 0748-22-4415
白木　駒治 政所町 0748-29-0498
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
大角　和子 五個荘小幡町 0748-48-2547
福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
植田　恒子 愛東外町 0749-46-1738
福永　林子 下中野町 0749-46-0454
中澤日出司 池庄町 0749-45-0491
島村　俊一 中一色町 0749-45-1992
磯部　和子 中里町 0749-45-1082
藤野　智誠 種町 0748-42-1599
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560
古川　清茂 南須田町 0748-42-2031
東澤　きみ 佐生町 0748-42-1661
西村いよ子 下麻生町 0748-55-0763
奥野亮太郎 桜川東町 0748-55-1602
奥野　秀雄 宮川町 0748-55-1230

人権政策課（※）　
　☎0748-24-5620　 050-5801-5620

児童手当の「現況届」は６月中に

　現在、児童手当を受けている人は、６
月30日㈪までに資格確認のための「現
況届」を提出してください。提出されない
場合、６月分以降受給できなくなります
のでご注意ください。「現況届」は対象者
に５月下旬に送付しています。また、６月
10日㈫は児童手当の支給日です。振り込
みをご確認ください。金融機関によって
は２～３日遅れる場合があります。
こども家庭課
　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

「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回以上継続して開催する地
域の住民組織など★補助内容（上限50
万円）＝交流事業の対象となる集会所な
どの新築もしくは改築、改修に必要な費
用（備品、土地、建物購入費などは対象外）
６月２日㈪～６月25日㈬
長寿福祉課

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

びわ湖の日一斉清掃

　７月１日の「びわ湖の日」にボランティ
アによる一斉清掃を実施します。
７月１日㈫ 9:00～11:30（雨天決行）

能登川漁業協同組合漁港（栗見出在家町）
※能登川支所8:30出発の送迎バスあり
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

し尿収集業務のお休み（６月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
６月１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、15日㈰、
21日㈯、22日㈰、28日㈯、29日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

◇個人情報保護制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ 個人情報取扱
事務登録数開示 部分開示 不開示 文書不存在

市　長 ４ ２ ２ ０ 0 ０ 850
教育委員会 0 0 0 0 0 ０ 518
その他 0 0 0 0 0 0  52
合　計 4 2 2 0 0 0 1,420

◇情報公開制度　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 請　求
決　定　区　分

取下げ
公開 部分公開 非公開 文書不存在

市　長 32 13 13 0 ５ １
教育委員会 ４ １ １ 0 ２ ０
合　計 36 14 14 0 7 1

情報公開・個人情報保護制度の運用状況（19年度）   総務課 ☎0748-24-5600　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 050-5801-5600

　6月１日から施行される改正道路交
通法の主な内容は、下記①のとおりです。
また、平成19年中の市内の交通事故
は、下記②について、いずれも県内市
町の平均より発生率が高い状況であ
るとともに、今年の市内の交通事故
死者数は昨年に比べ急増しています。
　「交通事故ゼロ」をめざし、交通安
全に心がけましょう。

交通政策課　☎0748-24-5658
　 050-5801-5658

をめざして交 通 事 故 ゼ ロ

東近江市の人のうごき
人　口●118,942人 （＋  38）
男： 58,934人 （＋  51）
女： 60,008人 （－  13）

世帯数● 40,672世帯（＋132）

※平成20年５月1日現在（ ）内は前月比

①道路交通法の主な改正

●後部座席シートベルト着用の義務化
●児童や幼児の自転車乗車時のヘル
　メット着用が保護者の努力義務
●75歳以上の運転者に
　「高齢運転者標識」
　（右図）表示の義務化

②市内事故の特徴

●高齢者や子どもの事故
●夕暮れ時の事故
●飲酒運転による事故


