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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閉室
　８月30日をもって図書室を閉室さ
せていただきました。長い間ご利用
ありがとうございました。蒲生図書
館は11月１日㈯に蒲生支所１階に開
館します。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。

月曜の朝は太極拳で　 300円
　９月１日㈪・22日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　９月４日㈭20:00～21:30
　　17日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　９月11日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　９月24日㈬10:00～11:00
　 １～２歳の幼児と保護者
女性のための心と体の栄養補給講座　
　 300円　９月18日㈭10:00～11:30
クミココンサート2008
　10月４日㈯16:00開演（全席指定）
4,800円（当日5,400円）、ペア9,200円

春
しゅん

風
ぷう

亭
てい

昇
しょう

太
た

独演会　
　10月13日㈷14:00開演（全席指定）
3,000円（当日3,400円）、18歳以下2,000円

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

企画展「東近江の自然ータカの渡りー」
　ハチクマやノスリなど猪子山上空を渡
るタカの種類やルートを紹介します。
　９月３日㈬～28日㈰
タカの渡り観察
　猪子山山頂付近から南下するタカを
観察します。　９月21日㈰9:00～11:30

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

O
オ ヤ ジ

YAJIのアコースティックコンサート
　９月28日㈰13:00開演
★参加者募集中＝先着10組

９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（19日㈮は12:00まで）

行政相談

２日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
10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）
11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

11日㈭・25日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
16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
17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 19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。

10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）９月３日㈬８:30から

17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）９月10日㈬８:30から

30日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）９月22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。

９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
10日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
11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
16日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
19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

※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 18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 10月８日㈬ 10:00～16:00 10月１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） 10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
※上表の中で、祝日は実施していません。

ワークショップ（一般向け）
「人形づくりと遊び方」

11月29日㈯ 10:30～12:00
先着40人
1,000円

ワークショップ（親子対象）
「家でも簡単につくれる人形づくり」

11月29日㈯ 14:00～15:30
先着20組
一組500円

人形劇
「ペンギンたんけんたい」

12月13日㈯ 14:00から 親子2,000円、一
般1,500円、小学生以下1,000円（当日料金は別
途、３歳未満で保護者のひざ上で鑑賞は無料）

すべて９月25日㈭から★講師・出演はすべて「人形劇団クラルテ」

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

人形劇ワークショップ参加者募集

演劇「どんまいマインド」
出演：西村雅彦、金子貴俊、市川由衣ほか
　10月28日㈫19:00開演
　 5,500円（全席指定）

よしもとお笑いライブ in 東近江
　11月29日㈯15:00開演
3,000円（全席指定）
９月27日㈯販売開始

東近江市の人のうごき
人　口●118,977人 （ー  14）

男： 58,991人 （＋  10）
女： 59,986人 （ー  24）

世帯数● 40,803世帯（＋  15）
※平成20年８月1日現在（ ）内は前月比
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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。

ウェルネス講座受講生

９月２日㈫から先着順。受講料を添えて
お申し込みください（電話・郵送は不可）

ウェルネス八日市
　☎0748-22-8800　 050-5801-1137

さざんか学習（うたごえ音楽教室）受講生

　楽しく歌ったり、ハンドベルの合奏など
９月６日・20日、10月４日・18日、11月１

日・22日・29日、12月６日の各土曜日13:30
～15:00 5,200円

湖東公民館　
　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

水泳教室受講生

年長児～小学６年生 10月26日～11月
30日の毎週日曜日（全６回）10:00～11:00
布引運動公園プール 5,400円
東近江水泳連盟（川部）

　☎0748-37-1010

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★卓球　 10月26日㈰ 草津市総合体
育館 ９月17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

フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

①パワーヨガ 10/６～12/８毎週月曜 
　10:00～11:00

②シェイプヨガ 10/６～12/８毎週月曜　19:30～20:30

③スタイルupウ
ォーキング＆ボー
ルエクササイズ

Ⓐ10/７～12/16毎週火曜
　10:00～11:00
Ⓑ10/23～12/４毎週木曜
　13:15～14:15

④ヨガピラティス
10/23～12/４毎週木曜
　Ⓐ 19:30～20:15
　Ⓑ 20:30～21:15

16歳以上（お子様連れの受講不可）
5,000円（７回） 各先着30人（③は25

人） ９月１日㈪以降に受講料を添えて
布引運動公園体育館 

　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

リサイクルフリーマーケット出店者

能登川ふれあいフェア　 10月19日㈰
９:30～15:00 ふれあい運動公園（栗
見新田町） 家庭での不用品（飲食物
は不可） 先着100区画（３ｍ×２ｍ）
１区画2,000円 ９月１日㈪～30日㈫

に出店料を添えてお申し込みください
能登川支所　地域振興課  

　☎0748-42-9910　 050-5801-9910

  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
　９月３日㈬、27日㈯、10月１日㈬
名画上映会
　９月13日㈯ 13:30から「張込み」（115分）
こどもえいが会　14:00から 
　９月14日㈰「くまのプーさん」（74分）、28
日㈰「ネズミあなのネコの物語」（24分）
おはなしのじかん ９月27日㈯14:30から
えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（27日以外）

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

ちくちくちく展～縫うことが教えてくれ
た豊かな時間、捨てない暮らし～
　９月６日㈯～21日㈰

ちくちくの会ワークショップ「縫ってみ
ましょう」（申し込みが必要）　
　９月７日㈰13:30～16:30
おひざでだっこのおはなし会
　９月18日㈭ 11:00から
おはなし会　毎週土曜日　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
　９月４日㈭ 10:30から
こどもえいが会　９月21日㈰ 14:00から
　「スチュアートリトル２」（78分）
「絵本の会」手作り★絵本展  VOL.３
　９月23日㈷～10月12日㈰
おはなし会　毎週土曜日14:00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
　９月６日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　９月13日㈯10:30～11:30、
27日㈯10:30～11:10
えほんのじかん  ９月20日㈯10:30～11:00

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

郷土出身の映画監督・舞台演出家　
沢島忠の写真パネル展 ９月21日㈰まで
ライブラリーシアター　14:00から
　９月13日㈯「沢島忠監督作品名画上
映会　海

かい

賊
ぞく

八
は

幡
ばん

船
せん

」（105分）
おひざでだっこのおはなし会
　９月３日㈬ 11:00から
こどもえいが会　９月６日㈯15:30から 
　「あしたぶたの日ぶたじかん」（40分）
てんとうむしの紙芝居「おけやのてん
のぼり」ほか　９月13日㈯15:30～16:00
おはなし会 ９月20日㈯、27日㈯15:30～16:00

  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
　９月４日㈭、10月２日㈭
ライブラリーシアター　14:00から
　９月７日㈰「ナイン」（73分）、14日㈰「ラ
ストエンペラー」（163分）、21日㈰「未来
少年コナン」（116分）
今森光彦講演会「ぼくが見た　めずら
しい虫たち」　９月28日㈰14:00から
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

講座名・受講料 期　間
茶道（裏千家）
6,000円※

９/30～20.2/17（15回）
毎週火曜19:00～21:00

華道（池坊）
4,000円※

10/10～20.２/27（10回）
第２・４金曜19:00～21:00

英会話（初級）
10,500円

10/６～20.２/16（15回）
毎週月曜19:30～21:00

英会話（上級）
13,500円

10/２～20.１/29（15回）
毎週木曜19:30～21:00

健康太極拳
7,200円

10/４～20.２/21（12回）
毎週土曜9:30～11:00

リフレッシュヨガ
9,000円

10/７～20.２/24（10回）
毎週火曜10:00～11:30

魅力アップ話し方
4,000円※

10/７～20.２/３（8回）
第１・３火曜19:30～21:00

パソコン・ワード
4,000円※

11/８㈯・９㈰（2回）
9:00～16:00

パソコン・年賀状
4,000円※

11/15㈯・16㈰（2回）
9:00～16:00
※は別途教材費などが必要
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10月10日は児童手当の支給日です

　10月10日㈮は、６～９月分の児童手当
の支給日ですので、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。口座を変更される場合は、９
月26日㈮までに手続きをしてください。
なお、小学校修了前のお子さんを養育し
受給資格がある人で、認定請求がまだの
場合は至急手続きをしてください。
こども家庭課　

　☎ 0748-24-5643　 050-5801-5643

㈳東近江市シルバー人材センター本部事務所移転

　10月１日から現在の本部事務所（八
日市野々宮町）を、施設の老朽化や事
業のより円滑な運営のため次のとおり移
転します。
★新しい本部事務所
　所在地：池庄町437番地１
　☎0749-45-3422   050-5801-0270
㈳東近江市シルバー人材センター 

　☎0748-24-3741　 050-5802-3162

配食サービス見守り事業の事業者

　ひとり暮らしや高齢者の世帯を対象
に訪問して食事を手渡し、健康状態を
確認していただく事業者を募集します。
配達は市内の一部でも可能です。
　食事の原材料費は利用者負担で、見
守り料として訪問一世帯につき日額280
円を市が事業者に支払います。
９月１日㈪～30日㈫
いきいき支援課　

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

県立高等学校開放講座受講生

八日市高等学校（☎0748-22-1515）
★テーマ：初心者のための油絵教室
11月の４日間 18歳以上 20人

八日市南高等学校（☎0748-22-1513）
★テーマ：農業で生活に生かした、造
る楽しみを体験しませんか。
11・12月の３日間 一般 25人

※詳しくは各校までお問い合わせください

市民体育大会参加者

★弓道　 ９月21日㈰ 10:00から
布引運動公園弓道場 当日参加
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

自衛官（平成21年３・４月入隊）

募集学生 対象 申込期間（試験日）

防衛大
学 校
学 生

推
薦 高卒（見込含）
21歳未満

９月５日㈮～９日㈫
（９月27日・28日）

一
般

９月８日㈪～30日㈫
（一次：11月15日・16日）

防 衛 医 科
大学校学生

高卒（見込含）
21歳未満

９月８日㈪～30日㈫
（一次：11月１日・２日）

看護学生 高卒（見込含）
24歳未満

９月８日㈪～30日㈫
（一次：10月25日）

自衛隊近江八幡地域事務所
　　☎0748-33-2103

パソコン教室受講生

　ワード、エクセルを基礎から学びます。
Ⓐ10月７日～21年３月31日の毎週火曜日

　Ⓑ10月11日～21年３月28日の毎週土曜日
　※いずれも９:30～12:00
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 各先着９人
3,000円 ９月５日㈮まで
長寿福祉課  

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

古文書講座（中級編）受講生

10月４日㈯・18日㈯・31日㈮、11月14日
㈮・28日㈮の全５回
てんびんの里文化学習センター、埋

蔵文化財センター
300円 先着30人 ９月９日㈫から
近江商人博物館 

　☎0748-48-7101　 050-5802-3134

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（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

建部日吉（建部日吉町）１戸 低層耐火２階建 ３DK 22,900円～37,900円 68,700円～113,700円

今堀（今堀町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 8,000円～13,100円 24,000円～39,300円

ひばり丘（ひばり丘町）３戸 中層耐火３階建 ２LDK 20,200円～36,600円 60,600円～109,800円

駒塚（五個荘簗瀬町）１戸 簡易耐火２階建 ３DK 12,700円～21,000円 38,100円～63,000円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ３DK 15,300円～25,300円 45,900円～75,900円

★入居可能日＝10月10日㈮以降※入居可能日から家賃が必要
９月１日㈪～８日㈪（土・日を除く8:30～17:15）

　※住宅課、各支所地域振興課で相談後、書類を提出。
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・身体障害
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★選考方法＝応募多
数の場合は、住宅運営委員会が住宅困窮度により決定。選考が難しい場合は公開抽選。

環境セミナー受講生　 生活環境課　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

日　程・会　場 講　師・内　容
９月28日㈰
市役所別館 滋賀県環境生活協同組合理事  村上悟さんの講演など

10月19日㈰
ショッピングプラザ･アピア 消費生活展記念講演　滋賀大学教授　堀越昌子さん

11月６日㈭
蒲生岡本町など

蒲生岡本町自治会の生ゴミ堆肥化運動、京セラソーラ
ーコーポレーション太陽光発電システムの現地研修

12月６日㈯
ショッピングプラザ･アピア

NPO法人ヒマラヤン・グリーン・クラブ
代表　遠藤京子さんの講演

21年１月17日㈯
市役所別館 環境キャラバン隊の講演、ワークショップ

すべて13:30から 市内在住、在学、在勤者 ９月22日㈪まで 先着40人
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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）
『ぶらっと五個荘まちあるき』
　９月23日㈷（生中継）
『市議会生中継（９月定例会）』
　９月１日：開会、10日：代表質問、
11日～12日：一般質問、24日：閉会
※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

住宅・土地統計調査にご協力を

　10月１日を基準に全国で住
宅・土地統計調査を実施します。
調査内容は、住生活に関する施

策の基礎資料として活用させていただき
ます。対象世帯には、９月下旬に調査員が
お伺いしますので、ご協力をお願いします。
企画課　

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

蒲生野万葉まつり

　万葉集を代表する相聞歌の舞台にも
なった蒲生野の地で、万葉の文化を感じ、
古代ロマンに思いをはせてみませんか。
★蒲生野短歌会表彰式、入賞作品朗詠
会、万葉コンサート、野

の

点
だて

茶会、バザーなど
９月21日㈰10:00～15:00
万葉の森  船岡山（野口町、糠塚町）
商工観光課 

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

停電による自動交付機の一時停止

　市役所庁舎の電力設備点検による停
電のため、本庁舎と各支所に設置の自
動交付機が一時使用できなくなります。
みなさんにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
自動交付機使用停止期間
　９月15日㈷ 8:30～13:00
市民課　

　☎0748-24-5630　 050-5801-5630

人権ふれあい市民のつどい

★内容：①グループ万華鏡の朗読劇、
②落合恵子さんの講演「加齢の醍

だい

醐
ご

味
み

～どんどん自分になっていく」
９月６日㈯13:30～16:30
八日市文化芸術会館

＊乳幼児保育、手話通訳、要約筆記あり
＊各支所より送迎あり（申し込みが必要）

人権啓発課　
　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

障害のある人のNHK放送受信料減免

　10月１日から障害のある人を対象とし
たNHK放送受信料の減免基準が下記
のとおり変わります。希望される人は、
お申し込みください。
全額免除　身体障害者、知的障害者、精
神障害者のおられる市民税非課税世帯
半額免除　視覚・聴覚障害者または重
度の障害者（身体障害者手帳１・２級、
療育手帳Ａ１・Ａ２、精神障害者手帳
１級）が世帯主で受信契約者

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

市民ギャラリー

●延命荘趣味教室書道
●ハートピア八日市展　
　９月４日㈭～23日㈷
●日永清重水彩画展
●咲
さく

麗
ら

 高村晴美 グラスアート展
　９月25日㈭～10月14日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

特別児童扶養手当の所得状況届

　身体または精神に障害のある20歳未満
の在宅児童を養育している人に支給され
る手当です。『所得状況届』の提出期限は、
９月10日㈬までですので、お早めにお願い
します。提出されないと８月分以降の手当
が受けられませんので、ご注意ください。
障害福祉課　

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

きこえの巡回相談

　「聞こえにくい。補聴器が合わない」
などの悩みを持つ人の無料相談会です。
９月27日㈯①個別相談：11:00～16:00

（予約が必要）②改善方法の講演会：
13:00～15:00 市役所別館

県立聴覚障害者センター 
　☎077-561-6111　℻077-565-6101

し尿収集業務のお休み（９月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、15日㈷、
20日㈯、21日㈰、23日㈷、27日㈯ ､28日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633東近江地域づくり講座　　　 東近江ＮＰＯセンター　☎0748-24-0124

日程・会場 テーマ・講師

９月６日㈯
竜王町公民館

『イベントとまちづくり』　
湖東地区まちづくり協議会  運営委員長  谷川裕一さん

９月27日㈯
日野まちかど「感応館」

『町並みの保存と活用』
NPO法人金堂まちなみ保存会  理事長  西村　實さん

10月18日㈯
永源寺図書館

『地域の活性化とほんもの体験』　
日野町商工観光課  主任  福本修一さん
三方よし！近江日野田舎体験推進協議会  会員  古道紀美子さん

すべて13:30～15:30 各回50人

お詫びと訂正
●１市４町の合併時に配布させていただ
きました「暮らしのガイドブック」で、
下記のとおり誤りがありました。

湖東ひばり保育園の電話番号（104ページ）
（正）0749-45-0028
●広報８月号３ページに掲載の「オオタカ」
の写真は、正しくは「ツグミ」でした。
以上お詫びして訂正させていただきます。


