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

蒲生公民館図書室の
　　開館日が変わります
　１１月の蒲生図書館（蒲生支所庁舎１
階）の開館に向けて、下記のとおり開館
日が変わります。その間、他館の利用な
ど、みなさんのご協力をお願いします。
●７月～８月：水・土曜日のみ開館
●９月以降：閉館

月曜の朝は太極拳で　 300円
　７月７日㈪・28日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　７月３日㈭20:00～21:30
　　16日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道（フルートアンサンブル）
　 300円　７月10日㈭10:00～11:30
音楽のおくりもの（クラシックコンサート）
　 1,500円（４歳以上小学生以下700円）
　７月21日㈷10:30～12:00
女性のための心と体の栄養補給講座　
　 300円　７月17日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　７月23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

草木染め体験（申し込みが必要）
　８月２日㈯ 10:00から
　 五個荘公民館 300円
　 先着20人 染めたい布（綿100％）

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

麻生多恵子クラリネットコンサート
　７月12日㈯ 18:30開演
　 500円　 先着50人
音楽グループ「歌

か の ん

音」ミュージカル
　８月３日㈰14:00開演
　 先着240人 ７月26日㈯から

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

夏休み企画展「不思議なパズルの世界」
　７月24日㈭～９月２日㈫
　 200円（小中学生100円）
パズル体験教室　
　７月27日㈰、８月31日㈰10：00～12:00
　 各先着50人 ３歳以上（小学４年
生以下は保護者同伴）

７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（18日㈮は12:00まで）

行政相談

１日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
９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）
10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

10日㈭・24日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
15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㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
22日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室

登記相談 18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。

９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）７月２日㈬８:30から
16日㈬ 13:00～16:00 蒲生支所　会議室※予約受付（定員６人）７月９日㈬８:30から
22日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）７月15日㈫８:30から

合同行政相談 23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。

８日㈫・22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
９日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
10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㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室　
18日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
22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

※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 ７日㈪・22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 ８月６日㈬ 10:00～16:00 ７月30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） ９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

八日市聖徳まつり

■ヤングフェスタ
７月19日㈯10:00～15:00
太子ホール（八日市町）

・子どもたちが日頃練習しているダ
ンスや歌などを披露

７月26日㈯
八日市駅前通りなど

・江州音頭総踊り（19:15～20:40）
・スタンプラリー、抽選会など

７月27日㈰ 20:00～21:00
　※荒天時中止
愛知川八千代橋下流河川敷

八日市商工会議所 ☎0748-22-0186

八日市観光花火大会

１発につき四号玉：5,000円、
五号玉：10,000円、スターマイン：
10万円　 ７月18日㈮まで　

メモリアル花火を募集

蒲生あかね夏祭り
７月27日㈰19:30～21:00 ※荒天時：７月28日㈪
蒲生運動公園グラウンド

　・仮装行列、盆踊り、フィナーレの花火大会
蒲生支所地域振興課　☎0748-55-4886　 050-5801-4886

※上表の中で、祝日、振替休日は実施していません。
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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。

市場親子見学会参加者

　場内の冷蔵庫の見学や市場のしくみ
の学習、市場に関するクイズなど
８月７日㈭6:30～８:00 小学生の親

子 先着15組 ７月25日㈮～26日㈯に
電話でお申し込みください

八日市公設地方卸売市場　
　☎0748-23-6671　 050-5801-1136

自衛官（平成21年３月入隊）

区分 対象 一次試験（９月）
航　空
学　生

高卒（見込含）
21歳未満 23日

一般曹
候補生

18歳以上
27歳未満 20日

２等陸
海空士

18歳以上
27歳未満

男子：27日・29日
女子：28日

８月１日㈮～９月10日㈬
自衛隊近江八幡地域事務所

　　☎0748-33-2103

フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

パワーヨガ
８/４～９/29毎週月曜 
　Ⓐ 10:00～11:00
　Ⓑ 11:15～12:15

シェイプヨガ ８/４～９/29毎週月曜
　19:30～20:30

スタイルupウォー
キング＆ボールエ
クササイズ

８/５～９/30毎週火曜
　10:00～11:00

ヨガピラティス
８/21～10/９毎週木曜
　Ⓐ 19:30～20:15
　Ⓑ 20:30～21:15

16歳以上 5,000円（７回） 各先
着30人 ７月１日㈫ 9:00以降に受講料
を添えてお申し込みください（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

手芸教室受講生

　かぎ針編みを基礎から学び、オリジ
ナル作品が作れます。
８月12日～平成21年１月27日の第２・４
火曜日13:00～15:00 高齢者やすらぎ

交流ハウス 市内在住のおおむね60歳
以上 先着10人 一回500円 ７月22
日㈫までに電話でお申し込みください

長寿福祉課
　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

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

おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　７月２日㈬、26日㈯
名画上映会　７月12日㈯ 13:30から
　「オリエント急行殺人事件」（127分）
こどもえいが会　14:00から 
　７月13日㈰「ムーラン」（88分）、27日
㈰「銀河鉄道の夜」（107分）
ベトナム少女創作刺しゅう展  
　７月１日㈫～15日㈫
咲
さく

麗
ら

アートグラス展 ７月17日㈭～31日㈭
おはなしのじかん  ７月26日㈯14:30から
えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（26日以外）

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

「１才の孫達と100才の父」阿
あ

波
は

連
れん

永
えい

子
こ

スケッチ展　７月２日㈬～27日㈰
おひざでだっこのおはなし会
　７月17日㈭ 11:00から
おはなし会　毎週土曜日14:00から
こどもえいが会 ７月26日㈯14:00から

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

おひざでだっこのおはなし会
　７月３日㈭ 10:30から
こどもえいが会 ７月20日㈰14:00から
　「ドラえもん・のび太と夢幻三剣士」（101分）
おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30

  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
　７月６日㈰「名探偵コナン　14番目の
標的　劇場版」（100分）、13日㈰「十二人
の怒れる男」（96分）、20日㈰「魔女の宅急
便」（102分）、27日㈰「鞍

くら

馬
ま

天
てん

狗
ぐ

　天狗廻
かい

状
じょう

」（98分）、８月３日㈰「ダンボ」（63分）
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

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

おひざでだっこのおはなし会
　７月５日㈯10:30～10:50
おはなし会　７月12日㈯ 10:30～11:30、
　26日㈯ 10:30～11:10
えほんのじかん ７月19日㈯10:30～11:00

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

おひざでだっこのおはなし会
　７月９日㈬ 11:00から
ライブラリーシアター　14:00から
　７月12日㈯「ゆれる」（119分）
てんとうむしの紙芝居「のっぺらぼう」
ほか　７月12日㈯15:30～16:00
おはなし会　７月19日㈯ 15:30～16:00
椹
さわらぎ

木喜
よし

雄
お

フィージー島写真展 
　７月10日㈭～31日㈭
人形劇団むすび座公演「ハリネズミのく
るりん」「おっきょちゃんとかっぱ」 
　７月26日㈯14:00～15:00 120人
　 ７月５日㈯から整理券を配布

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

ホールの貸館を一時休止します
期間：平成21年１月12日～４月30日
　耐震補強などの改修工事のため、
ホールの貸館を上記期間休止させて
いただきます。ご不便をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
なお、会議室などについても貸館を一
定期間休止させていただきます。

インドネシア民俗音楽コンサート「ガム
ランピクニック」
　９月７日㈰ 14:00開演
　 1,000円（高校生以下500円、保護
者同伴の小学生以下は無料）※全席自由

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

企画展「東近江の自然ー伊庭内湖ー」
　７月30日㈬～８月31日㈰
夏の夜の昆虫観察会（申し込みが必要）
　７月26日㈯19:30～21:00
夏の民具体験　じゃ車、水鉄砲、ささ舟体験
　７月27日㈰13:30～15:30
新山路川での川の健康診断
　８月２日㈯13:30～15:30（申し込みが必要）
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「食べる」を考えるつどい

　市内の豊富な農産物のＰＲや食の大
切さを考える機会として開催します。
①東近江のおいしいお米・旬の野菜アイ
デア料理コンテスト（下記参照）②講演
会「今こそ伝統食と地産地消」
８月２日㈯13:00～15:30 あかね文

化センター ７月25日㈮まで
アイデア料理コンテスト参加者募集

　上記「食べるを考えるつどい」の中で開
催するコンテストの参加者を募集します。
①米部門と②野菜部門で、市内産の米
や野菜を使い、90分以内で調理します。
（書類選考・賞あり） ７月15日㈫まで

★詳しくは、市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

農林水産課  
　☎0748-24-5660　 050-5801-5660

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★アーチェリー
８月31日㈰ 県立アーチェリー場（愛

知郡愛荘町） ７月23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

布引山霊苑利用者

★所在地＝爪生津町字峠★募集区画＝
芝生墓地22区画（１区画４㎡）
市内に住所または本籍地がある世帯

主か戸籍筆頭者 永代使用料33万円と
管理料（10年分）７万円 申込書に住民
票抄本（外国人は外国人登録済証明書）
を添えて７月１日㈫～11日㈮ 8:30～17:15
（土・日除く）★利用者と区画は抽選で決定

生活環境課　
　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

飯ごう炊飯とカレーパーティー参加者

　飯ごうで炊いたご飯と児童館の菜園で
採れた野菜を使ってカレーを作ります。
７月５日㈯ 10:00から
小学生 先着30人
200円
つくし児童館

　☎0748-42-6422　 050-5801-6422

ファミリー・サポート・センター会員

　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。
７月９日㈬ 9:15～12:30 当センターの

会員になりたい人 ウェルネス八日市
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

「シニア世代のつどい」出展者

　「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。
出展していただけるグループ・個人を募
集します。
10月４日㈯13:00～16:00 能登川公

民館 先着20組 ７月18日㈮まで
長寿福祉課

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

市民体育大会参加者

★バドミントン
７月21日㈷ 9:00から 布引運動公園

体育館 ７月11日㈮まで
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

さざんか学習受講生

プリザーブドフラワー教室
　今、人気の特殊加工した生花を楽しむ
７月11日㈮、平成21年２月13日㈮19:30～

21:30 12人 ２回1,500円（材料費別途）
クレイクラフト手工芸教室
　彩色粘土でオリジナルアート作り
７月19日・26日、８月２日・９日・30日

13:30～16:30（全５回） 15人 4,500
円（材料費別途）

湖東公民館
　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

東近江市の人のうごき
人　口●118,964人 （＋  22）

男： 58,951人 （＋  17）
女： 60,013人 （＋  ５）

世帯数● 40,717世帯（＋  45）
※平成20年6月1日現在（ ）内は前月比

サマーホリデーボランティア    障害福祉課 ☎0748-24-5640 050-5801-5640

　夏休みに特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちと一緒に遊んだり、泳い
だりしていただける人を募集します。 高校生以上　 ７月11日㈮まで

八日市
７月28日㈪～８月29日㈮（水・土・日曜除く） 滋賀文化短期大学
障害福祉課　☎ 0748-24-5640　 050-5801-5640

永源寺
７月23日㈬～８月22日㈮（土・日曜除く） ゆうあいの家ボランティアハウス
社会福祉協議会永源寺支所　☎ 0748-27-2066　 050-5801-1154

五個荘
７月23日㈬～８月22日㈮（土・日曜除く） 五個荘福祉センター
社会福祉協議会五個荘支所　☎ 0748-48-4750　 050-5801-1168

愛　東
湖　東

７月23日㈬～８月29日㈮（土・日曜除く）　 湖東福祉センター
愛東支所市民生活課　☎ 0749-46-2260　 050-5801-2260
湖東支所市民生活課　☎ 0749-45-3715　 050-5801-3715

蒲　生
７月19日㈯～８月23日㈯　 蒲生障害児地域活動施設
社会福祉協議会蒲生支所　☎ 0748-55-4895　 050-5802-2528

能登川
７月22日㈫～８月29日㈮（土・日曜除く） 能登川介護予防センターひだまり
社会福祉協議会能登川支所　☎ 0748-42-8703　 050-5802-2989

なーるほど地産地消講座
　地域で生産された農産物を地域で
消費する地産地消について学びます。
７月23日、８月２日、9月９日、10月16

日、11月19日、12月10日（全６回） 先着
20人 市役所東庁舎ほか 材料費
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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

7/20㈰

平成20年１月１日に存在する家屋
で一定の省エネ改修をされた場合。
申請により住宅部分の120㎡までの固
定資産税が３分の１減額されます。
改修工事の証明書など関係書類

を添えて、改修後３か月以
内に申請してください。
新築・増築家屋の現地調査
　平成20年中の新築・増築家屋を対
象に、評価額を算出するため現地調
査に伺います。日時を連絡させていた
だきますのでご協力をお願いします。

資産税課　☎0748-24-5637
　 050-5801-5637

住宅の省エネ改修で

固定資産税が減額されます

指定のごみ袋をご使用ください

　愛東・湖東地区の燃えるごみの袋は、
リバースセンター用をお使いください。指
定のごみ袋でない場合は、収集できませ
んので、必ず指定袋でお出しください。
廃棄物対策課　

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

し尿収集業務のお休み（７月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
７月５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、19
日㈯、20日㈰、21日㈷、26日㈯､27日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

社会を明るくする運動

　７月の１か月間を「社会を明るくする
運動強調月間」として、犯罪や非行のな
いまちづくりをめざし、市民集会や研究
会などを開催します。運動を展開するた
め、「愛の袋」募金活動を行っています。
昨年の募金は、本市で2,718,495円の温
かい善意をお寄せいただきました。今年
もみなさんのご協力をお願いします。
社会福祉課　

　☎0748-24-5644　 050-5801-5644

特定計量器定期検査（７月実施）

　商店や工場などで取引や証明に使用す
る特定計量器（はかり）の定期検査です。
７月８日㈫ 10:00～15:00
湖東支所 愛東・湖東地区の事業者

※八日市、永源寺、五個荘、蒲生、能
登川地区は平成21年度に実施
商工観光課

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

医療・介護の市民公開講座

★テーマ「地域で安心して暮らせるこれ
からの医療・介護」
★講師：小山朝子さん（医療・介護ジャ
ーナリスト）
７月13日㈰14:00～15:30
やわらぎホール（躰光寺町）
いきいき支援課  

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

視覚障害者向けＩＴサロン

　視覚障害者向けのパソコン・携帯電
話などの情報機器にふれていただけるサ
ロンを開催します。
７月28日㈪13:00～16:30
八日市商工会議所３階（八日市東浜町）
どなたでも参加できます
県立視覚障害者センター

　☎0749-22-7901

市民ギャラリー

●中村美智  つまみ絵円恵会
●沖野青寿会  手芸教室作品展　
　７月３日㈭～22日㈫
●日下山清彦 日本画小品展
●奥繁雄  趣味の作品展　
　７月24日㈭～８月12日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

消費者セミナー

親子で飲み物の糖度を調べよう
８月６日㈬

①10:30～11:30 御園コミュニティセンター
②13:30～14:30 湖東保健センター
市内の小学４～６年生と保護者
各先着15人（保護者除く）
調べたい飲み物
７月14日㈪ 9:00から
消費生活課　

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

木造住宅無料耐震診断

　昭和56年５月31日以前に着工された
市内の木造住宅に、耐震診断員（建築士）
を派遣する無料耐震診断です。
市内に存在する住宅①木造軸組工法

（在来工法）②２階建以下③延べ床面
積300㎡以下④面積の半分を超える部
分を住宅に使用
申込書に建築時期がわ

かる書類（建築確認済証、
登記済証、固定資産税課税明細書など）
の写しを添えてお申し込みください。

建築指導課　
　☎0748-24-5656　 050-5801-5656

　カラスにごみ袋を荒らされて、困
ったことはありませんか。ごみの減
量と出し方で、防止しましょう。
●ごみ出しの時間を守る
　カラスは日の出の30分程前から
活動するため、ごみを前夜から出さ
ないようにしましょう。
●生ごみを減らす
　食べ物（生ごみ）がなくなれば、カ
ラスはいなくなっていきます。市で
は生ごみ処理機などの購入補助をし
ていますので、ご活用ください。
●生ごみを見えないようにする
　生ごみが見えないよう、袋の奥に
入れましょう。
●ごみ袋をネットでしっかり覆う
　ネットは鎖などの重りをつけ、めく
れないように固定し、袋の中身が出な
いように口もしっかりしばりましょう。
廃棄物対策課 ☎0748-24-5636

　 050-5801-5636

カラスから
ごみを守りましょう


