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

こどもえいが会　８月２日㈯14:00から 
　「ナイトミュージアム」（109分）
おひざでだっこのおはなし会
　８月６日㈬ 11:00から
ライブラリーシアター　14:00から
　８月９日㈯「硫黄島からの手紙」（140分）
てんとうむしの紙芝居
　８月９日㈯15:30～16:00
　「さよならさんかくまたきてしかく」
おはなし会　15:30～16:00
　８月16日㈯、23日㈯、30日㈯
郷土出身の映画監督・舞台演出家　
沢島忠の写真パネル展
　８月29日㈮～９月21日㈰

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

スズムシのお分け会（申し込みが必要）
　生態や飼育の話の後、お分けします。
　８月10日㈰ 13:30～15:00
学校エコ巡回展
　能登川南小など県内12校の取り組み
を紹介　
　８月20日㈬～31日㈰

  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
　８月４日㈪・18日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　８月７日㈭20:00～21:30
　　20日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道（二

に

胡
こ

とピアノ） 300円
　８月７日㈭10:00～11:30
親子で日曜大工教室
　８月９日㈯９:30～12:00
女性のための心と体の栄養補給講座　
　 300円　８月21日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　８月27日㈬10:00～11:00
　 １～２歳の幼児と保護者
ミニミニ映画館　10:00～11:30
　８月10日㈰、21日㈭、30日㈯

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

魅惑のアンティークドール展
　８月１日㈮～９月23日㈷
　 200円（小中学生100円）

８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（15日㈮は12:00まで）

行政相談

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

14日㈭・28日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
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㈬ 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階会議室

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）８月６日㈬８:30から
20日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　1階会議室※予約受付（定員６人）８月13日㈬８:30から
26日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）８月19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。

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
12日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所政所出張所
13日㈬ ９:00～12:00 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
19日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
22日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
22日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １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 ４日㈪・28日㈭
・９月１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 ９月３日㈬ 10:00～16:00 ８月27日㈬までに予約が必要滋賀社会保険事務局　☎0749-23-5489
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

　８月23日㈯９：30～12:00
一組300円 先着50組 ３歳以上

（小学生以下は保護者同伴）

2008年八日市大凧まつり
写真コンクール展

８月２日㈯～17日㈰
　９月から11月まで
の９日間で、８畳の
大凧をつくり、大空
に揚げます。
市内の小学校

　５・６年生
20人 1,000円

東近江市長賞『大空へ』
鈴村栄子さん（愛知郡愛荘町）

◎夏休み親子凧作り教室
　「キャッフィーの凧」を大空に揚げよう

メンバー募集

チャレンジ大凧2020

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

通所型介護予防事業者

高齢者を対象に、集団かつ通所で運動
による介護予防事業を開催できる法人、
団体など（市の委託事業） 10月～平成
21年３月の６か月 市内７会場（１会場
につき週１回開催） ８月18日㈪まで

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

ガイドヘルパー養成講習会受講者

　視覚に障害のある人が公的機関など
に出かける際に付き添っていただくガイ
ドヘルパーの講習です。受講後は、ガイ
ドヘルパーとして登録していただきます。
10月16、24、28、29、11月７日（全５回）
草津市、彦根市
市内在住者 １人
８月26日㈫まで
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★水泳　 ９月14日㈰ 県立彦根総合
運動場内（彦根市） ８月６日㈬まで
★グラウンドゴルフ　 ９月28日㈰ 県
立長浜ドーム（長浜市） ８月18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

さざんか学習（魅力アップ）受講生

９月10日㈬ 自分の個性を知る

９月24日㈬ 高感度アップのコミュニ
ケーション

10月８日㈬ ファッションコーディネート
10月22日㈬ 基本の立ち方・歩き方
11月12日㈬ 美しい立ち居振る舞い

19:30から 先着12人 3,500円
湖東公民館　

　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

  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
　８月６日㈬、23日㈯、９月３日㈬
名画上映会
　８月９日㈯ 13:30、14:10から２回上映
「瀬戸内の原風景～長島の自然を守る」（30分）
こどもえいが会　14:00から 
　８月10日㈰「ズッコケ三人組  ズッコケ
時空冒険」（88分）、28日㈭「パンダコパ
ンダ」（107分）
さくら会押花サークル展 
　８月19日㈫～９月２日㈫
さくら会押花体験教室 
　８月24日㈰、31日㈰13:00から
なつのおたのしみかい（大型絵本など）  
　８月23日㈯14:30から
えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（23日以外）

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

戦前・戦中の東近江写真パネル展
　８月１日㈮～17日㈰
おひざでだっこのおはなし会
　８月21日㈭ 11:00から
永源寺中学校創作部作品展
　８月20日㈬13:00～９月３日㈬
おはなし会　
　毎週土曜日（２日以外）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
　８月７日㈭ 10:30から
こどもえいが会 ８月17日㈰14:00から
　「14ひきのせんたく」（28分）、「シルベス
ターとまほうのこいし」（24分）
おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30
中村京子書道教室展 ８月20日㈬～31日㈰

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

おひざでだっこのおはなし会 10:30から
　８月７日㈭、９月４日㈭
ライブラリーシアター　14:00から
　８月10日㈰「グランドホテル」（113分）、
17日㈰「耳をすませば」（111分）、24日㈰
「男はつらいよ」（105分）
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から
わらべうたであそぼ　８月９日㈯
　①10:15から ０～２歳 先着20組
　②11:10から ３歳以上 先着20組
おはなしポッケのおはなし会スペシャル
「夏だ絵本だ全員集合！」　８月21日㈭
　①10:30から ３～５歳
　②11:15から ６歳以上
夏休み工作教室　14:30から
　８月21日㈭、28日㈭　 各先着15人
　

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

おひざでだっこのおはなし会
　８月２日㈯10:30～10:50
おはなし会　８月９日㈯10:30～11:30、
　23日㈯ 10:30～11:10
こどもえいが会　８月10日㈰ 10:30から
　「ザ・ドラえもんズ怪盗ドラパン謎の
挑戦状！」（32分）　
えほんのじかん 
　８月30日㈯10:30～11:00

認知症サポーター養成研修受講生 いきいき支援課 ☎0748-24-5641 050-5801-5641

　市民の認知症への理解が深まり、安心して暮らせるまちづくりをめざして開催します。
会　場 講　　　師

愛東福祉
センター
じゅぴあ

14:00～16:00
①８月26日㈫　赤沼フサ枝さん（滋賀県認知症専門指導師）
②９月２日㈫　雲川弘子さん（ＮＰＯしみんふくしの家八日市副理事長）
③９月９日㈫　佐藤伸隆さん（滋賀短期大学講師）

市役所
東庁舎

19:00～21:00
①８月29日㈮　長濱康弘さん（滋賀県立成人病センター老年神経内科医長）
②９月４日㈭　南部直美さん（小規模多機能型居宅介護事業所所長）
③９月11日㈭　佐藤伸隆さん（滋賀短期大学講師）

★内容＝①認知症の基礎知識、②地域とともに歩む地域密着型事業所
　　　　の立場から、③みんなで考えましょう　安心できるまちづくり
各会場先着50人（同会場で参加できない場合は、他会場で参加できま

す） ８月22日㈮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。

広報ひがしおうみ　2008.8.1 14

市民ギャラリー

●柴田和加子　書道教室作品展
●古守登久江　楽しく二人展（ミニ写真）
　８月14日㈭～９月２日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

無料税務相談

　税理士による所得税、相続税、贈与
税など各種税や申告に関する無料相談。
８月22日、9月19日、10月17日、11月14日、

12月19日の各金曜日13:30～16:30（一人
30分以内） 市役所１Ｂ会議室 各相
談日前週の月曜日10:00から予約受け付
け（電話不可） 各先着６人

市民税課
　☎0748-24-5604　 050-5801-5604

消費生活・生活環境の標語とポスター

★募集内容＝「悪質な訪問販売お断り、
振り込め詐欺に注意」「身近にできるエ
コライフ｣などがテーマの標語とポスター
①標語：一人２点以内（ハガキで応募可）
②ポスター：一人１点（Ｂ３ケント紙か四
つ切画用紙）
市内在住、在勤、在学者 ９月10日㈬ま

で（当日消印有効）。作品に住所、氏名、年
齢、市外在住者は勤務先、学校名を記入

消費生活課　
　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

夏休みまいぶん体験教室

ガラス玉つくり ８月27日㈬①９:30②
13:30（各２時間30分） 各先着25人
勾
まが

玉
たま

つくり ８月28日㈭①10:00 ②13:00
③15:00（各２時間） 各先着30人
火おこし体験
８月27日㈬、28日㈭10:00～17:00

※上記すべて 小学生（１～３年生は保
護者同伴）以上 300円 ８月６日㈬か
ら（火おこし体験は申し込み、材料費不要）

埋蔵文化財センター（山路町）
　☎0748-42-5011　 050-5801-5011

中国・常徳市への訪問団員

　友好都市の常徳市（中国・湖南省）
への訪問団員を募集します。東近江国
際交流協会主催でユネスコの世界遺産
の武

ぶ

陵
りょう

源
げん

や上海近郊の周
しゅう

荘
そう

も訪ねます。
９月15日㈷～21日㈰ 先着２人
17万円程度 ８月７日㈭まで
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

こども教室「勾
まが

玉
たま

をつくろう」

　古代人のアクセサリーの勾
まが

玉
たま

つくり
８月21日㈭10:00～12:00 市内の小

学生（１～３年生は保護者同伴） 先着
20人 ８月４日㈪～12日㈫ 300円※
汚れてもいい服装で参加してください

湖東歴史民俗資料館
　☎0749-45-2188　 050-5802-2188　

市民体育大会参加者

★水泳　 ９月15日㈷９:40から
布引運動公園プール ９月５日㈮まで
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

滋賀県警察官（21年度採用）

　滋賀県警察本部では、警察官を募集
しています。詳しくは、フリーダイヤル（☎
0120-204-314）かホームページ（http://www.
pref.shiga.jp/police）でご確認ください。

てんびんの里カラオケ大会出場者

８月24日㈰13:00から てんびんの里
文化学習センター 市内在住の人
1,500円 先着50人 ８月10日㈰まで

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

デジタルカメラ教室受講生

　カメラの使い方、パソコンでの画像修正
９月６日㈯～11月29日㈯までの毎週

土曜日（13:30～15:30） 高齢者やすら
ぎ交流ハウス 市内在住のおおむね60
歳以上でデジタルカメラをお持ちの人。
パソコンのキーボードとマウス操作がで
きる人 先着12人（はじめての人を優先）
2,500円 ８月15日㈮まで
長寿福祉課  

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

ＮＨＫラジオ公開収録の観覧者

　ラジオ番組「民謡をたずねて」の公開
収録の観覧者を募集します。（出演：大
塚文雄、大野実佐子、工藤由紀枝ほか）
９月12日㈮18:30～20：30 八日市文化

芸術会館 ８月20日㈬必着。往復はがき
の往信用裏面に住所、氏名、電話番号、返
信用表面に住所、氏名を記入してください

〒527-8527　八日市緑町10番５号
生涯学習課「NHK民謡をたずねて」係
※応募者多数の場合は、抽選となります
　☎ 0748-24-5672　 050-5801-5672

職　種 募集人数 受験資格
初級事務職 １人程度

昭和62年４月２日から平成３年4月１日生
初級技術職（土木） １人程度
★申込期間＝８月15日㈮まで★試験日＝９月21日㈰★試験会場＝市役所別館★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

職　種 募集人数 受験資格
消防職（初級） ６人程度 昭和58年４月２日から平成３年4月１日生、ほかの要件あり
★申込期間＝８月21日㈭まで★試験日＝９月21日㈰★試験会場＝東近江行政組合八日
市消防署（東今崎町）★申込用紙は東近江行政組合総括管理課、管内各消防署、消
防出張所に備えています。

◎東近江行政組合職員採用試験（平成21年度採用）
　 東近江行政組合総括管理課　☎0748-22-7620
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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）

『やまの子キャンプ』
　８月25日㈪～31日㈰
※放送時間は、東近江ケーブルテレ 
　ビでご案内します。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

　自治会を通じて緑の募金をお願い
しましたところ、4,16４,951円のご協
力をいただきました。
　緑化推進のため自治会への苗木無
料配布事業などに活用させていただ
きます。
花と緑の推進課☎0748-20-5211

　 050-5801-5211

緑いっぱいのまちづくりを!!

『東近江秋まつり』会場は市役所周辺
　今年は、２日間で開催し、会場は市
役所周辺となります。
農林水産まつり
11月２日㈰　
市役所駐車場

二五八祭・物産まつり
11月３日㈷　
市役所前道路ほか
商工観光課

☎0748-24-5662　 050-5801-5662

宝くじ助成で自治会の備品を整備

　南部地区自治会連合会では、宝くじの
助成金で、コミュニテ
ィ活動を推進するた
めの物置とステージ
を整備されました。
総務課　

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

障害のある人の手当にかかる状況届

　現在下記の手当を受給している人は、
受給資格確認のため、「所得状況届」の
提出が必要です。対象者には、８月上旬に
用紙を送付します。提出されないと、手当
が受給できませんので、ご注意ください。
手続き期間　８月11日㈪～９月10日㈬
●特別障害者手当
　20歳以上で在宅の重度重複心身障
害者（常時特別な介護が必要な人）
●障害児福祉手当
　20歳未満で在宅の重度心身障害児
●特別児童扶養手当
　身体または精神に中度以上の障害の
ある20歳未満の児童養育者

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

し尿収集業務のお休み（８月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
２日、３日、９日、10日、14日、15日、16日、17
日、23日、24日、30日､31日※８月は業務が集
中しますので、早めに申し込んでください
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

子育てママ、パパのいきいきセミナー

　子どもとの関わり方や楽しい遊び方を
学んだり、仲間と情報交換をします。
９月６日㈯、28日㈰、10月１日㈬全３回

10:00～12:00 子育て中の市民 開催
日の１週間前まで 先着30人※託児（無
料）は申し込みが必要

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

東近江の食と文化の再発見講座

　男女共同参画の視点で食・文化・子
育てなどを学びます。（東近江地域での
講演・現地研修・調理実習など）
東近江地域在住のおおむね50歳以上
10月～平成21年１月の全６回
先着25人 ８月７日㈭～29日㈮
東近江地域振興局　地域振興課

　☎0748-22-7702　

ファミリー・サポート・センター講座

　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ます。
会員になるには、講座の受講が必要です。
８月20日㈬
10:00～16:00

・子どもの食事
・救急救命講習

８月21日㈭
10:00～14:30

・子育てを楽しもう
・子どもの体の発達と健康

８月22日㈮
10:00～15:00

・楽しいな、絵本
・子どもの心の発達

①依頼会員＝20・22日両日の午前中を
受講②協力会員＝３日間すべてを受講
ウェルネス八日市 ８月19日㈫まで 
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

対象地域 開催日 場　所 申し込み・問い合わせ先
（各地域の子育て支援センター）

八日市
９月３日㈬ 南部コミュニティセンター

☎0748-22-8201 
 050-5801-1135

９月17日㈬ 御園コミュニティセンター
９月26日㈮ 中野コミュニティセンター

五個荘 ９月30日㈫ 五個荘すみれ保育園 ☎0748-45-5558   050-5801-3831
永源寺

11月19日㈬ 愛東福祉センター
　　　　　じゅぴあ

☎0748-27-0300   050-5801-0300
愛　東 ☎0749-46-8260
湖　東 11月21日㈮ 湖東ひばり保育園 ☎0749-45-4011   050-5802-2296

蒲　生 平成21年２月
18日㈬・19日㈭ 蒲生保健センター ☎0748-55-0113    050-5802-2498

能登川 平成21年３月11日㈬ やわらぎホール ☎0748-42-8510    050-5801-8702
市内の未就園児親子 10:00～11:30★一人１回で、できるだけ居住地域でご参加ください

子育て支援センター 親子で遊ぼう！『子育てって 楽しいな講座』

東近江市の人のうごき
人　口●118,991人 （＋  27）

男： 58,981人 （＋  30）
女： 60,010人 （ー   ３）

世帯数● 40,788世帯（＋  71）
※平成20年７月1日現在（ ）内は前月比

市史編
へ ん

纂
さ ん

室を統合します　
　これまで愛東・能登川両地区に事務
所がありました市史編纂室を統合しま
す。８月１日から埋蔵文化財センター（山
路町）での業務となりますので、みなさ
んのご理解とご協力をお願いします。
市史編纂室　☎ 0748-42-5031

　　　　　　　 050-5801-5011


