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「地下鉄（メトロ）に乗って」（122分）
てんとうむしの紙芝居
「おおきくおおきくおおきく
なあれ」ほか
　10月11日㈯15:30～16:00
おはなし会 
　10月18日㈯、25日㈯ 15:30～16:00　

  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
　10月５日㈰「瀬戸内少年野球団」（140
分）、12日㈰「ジャングル大帝」（51分）、11月
２日㈰「ウエスト・サイド物語」（152分）
とりいしん平絵本ライブ　
　10月19日㈰14:00から
茗
みょうが

荷恭
きょう

介
すけ

・北川陽子二人展「つながれ
時間」　10月１日㈬～26日㈰
茗荷恭介ギャラリートーク
　10月11日㈯15:00から
ベーシスト・齋

さい

藤
とう

徹ソロライブ
　10月18日㈯19:00開演（18:45開場）
北川陽子ファッションショー＆ギャラリ
ートーク　10月25日㈯14:00から
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

  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
　10月６日㈪・20日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　10月２日㈭20:00～21:30、
　　　15日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　10月９日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　10月22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　10月16日㈭ 10:00～11:30

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

論語素読入門講座（申し込みが必要）
　10月11日、11月15日、平成21年１月24日、
２月14日、3月14日　10:00～11:30　
　 てんびんの里文化学習センター　
　 500円 先着20人
秋季企画展「今、近江商人に学ぶこと」
　10月18日㈯～11月30日㈰
　 200円（小中学生100円）

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

秋を染めよう（申し込みが必要）
　身近に生えている植物を使ってハンカ
チを染めます。　10月11日㈯13:30～15:30
秋のキノコ観察会（申し込みが必要）
　10月18日㈯13：30～15:30
レンタルギャラリー「ＭＯＡ美術館能登
川児童作品展」　
　10月22日㈬～26日㈰
第79回企画展「東近江の地酒」
　期間中に利き酒会や講演会、杜

とう

氏
じ

歌コ
ンサートあり　10月29日㈬～11月30日㈰

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

四
しの

宮
みや

慶三が集めた「凧」と「だるま」の世界
　10月30日㈭～11月24日㉁
　 200円（小中学生100円）

10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（17日㈮は12:00まで）

行政相談

３日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
７日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室

９日㈭・23日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
15日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
20日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
21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
22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）
23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

登記相談 17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。

８日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）10月１日㈬８:30から

15日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）10月８日㈬８:30から

28日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）10月21日㈫８:30から
合同行政相談 29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㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
９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㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室

14日㈫・28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 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
20日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
21日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ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 ６日㈪・16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 11月５日㈬ 10:00～16:00 10月29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） ８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。

東近江市の人のうごき
人　口●118,908人 （ー  69）

男： 58,940人 （ー  51）
女： 59,968人 （ー  18）

世帯数● 40,803世帯（±  ０）
※平成20年９月1日現在（ ）内は前月比
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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。

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

10月19日㈰10:00～15:00（雨天中止）
市役所駐車場 10月４日㈯10:00か
ら、八日市まちかど情報館（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80区画（1人１区画） 500円（申込
時前払い、返金なし）★出品＝家庭の不用
品や環境を考えて手作りしたもの※食料
品や合成洗剤は不可、イベントも同時開催
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

里山で学ぶ「いい大人」講座参加者

「森の恵みで布を染めよう」
木の実を使った素敵な染色体験
10月19日㈰10:00～15:00
おおむね50歳以上 15人（申し込み

が必要） 800円（材料費別途）
河辺いきものの森

　☎0748-20-5211　 050-5801-5211

  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
　10月25日㈯、11月５日㈬
名画上映会　10月11日㈯ 13:30から
　「おしゃれ泥棒」（124分）
こどもえいが会　14:00から 
　10月12日㈰「ひとまねござる」（30分）、26日
㈰「太陽の王子　ホルスの大冒険」（82分）
おはなしのじかん 10月25日㈯14:30から
えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（25日以外）
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～
　10月４日㈯～19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） 300円
　10月５日㈰13:30～16:30
ミガホンアカデミー　パンフラワー展
～四季の花～　10月25日㈯～31日㈮

  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
　10月16日㈭11:00から
おはなし会　毎週土曜日　14:00から
燦
さん

○
まる

辰
たつ

巳
み

会作品展～青野中学校昭和
30年度卒業生作品～

　10月４日㈯～11月２日㈰
東近江地域づくり講座「地域の活性化と
ほんもの体験」 10月18日㈯13:30～15:30

  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
　10月２日㈭ 10:30から
こどもえいが会　10月19日㈰ 14:00から
　「どろぼうがっこう」（20分）、「ぞうの
ババール　すてきなおとうさん」（25分）
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
　10月４日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　10月11日㈯10:30～11:30、
25日㈯10:30～11:10
えほんのじかん  10月18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
　10月１日㈬ 11:00から
こどもえいが会　15:30から 
　10月４日㈯「ぞうのババール　ポムの
かいぶつたいじほか」（50分）、11月１日
㈯「ムーミン谷の彗

すい

星
せい

」（62分）
ライブラリーシアター
 　10月11日㈯14:00から

■ステージイベント
　キャラクターショー
　　　　ドラえもん
１回目11:20から、２回目14:00から
■各種団体による展示・物産販売
■リサイクルフリーマーケット
■ふあふあぞうさん
＊能登川地区内では会場への
　無料送迎バスがあります
能登川支所地域振興課

   ☎0748-42-9910
   050-5801-9910

場所／ふれあい運動公園（栗見新田町・愛知川河川敷）

能登川
ふれあいフェア

10/25㈯
10:00～14:00

第16回

観覧無料

てんびんの里
ふれあい広場2008

10/19㈰
９:30～15:00

場所／五個荘中央公園（五個荘小幡町）

■ステージイベント
○てんびん太鼓「郷

きょう

音
おん

」・　
　「飛

ぴ

鼓
こ

」(11:00から）
○笑

しょう

撃
げき

武芸団と遊びまショー
（11:45から）
○ジャンボ抽選会(13:20から）
■新鮮野菜朝市（12:00まで）
■各種団体による展示
　　　　　　・物産販売
五個荘支所地域振興課

　☎ 0748-48-7301
　 050-5801-7301

ⓒ吉崎観音/角川書店・サンライズ・テレビ東京・NAS・BV

Ⓒ藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

観覧無料

�

１回目10:10から
２回目12:30から

キャラクターショー
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市消費生活展

10月18日㈯･19日㈰10:00～17:00※19
日は16:00まで ショッピングプラザ・ア
ピア（八日市浜野町）
★人と環境にやさしい東近江市をめざす
標語・ポスター入選作品の展示※19日㈰
13:00から表彰式★野草の展示・お米を
使った料理★リサイクル作品・特産物品・
太陽光調理器などの展示★空き瓶に絵を
描く実演★私のエコライフ宣言★19日㈰
14:00から講演会「滋賀の伝統食と食の見
直し」講師：堀越昌子さん（滋賀大学教授）
消費生活課

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

行政書士無料相談窓口の開設

　遺言や相続、認可申請書など暮らし
に役立つ手続きについてお答えします。
許認可手続無料相談
10月13日㈷13:30～16:00
西友八日市店
滋賀県行政書士会　☎0748-52-4858

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成21年２月23日㈪14:00から 立命
館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市）
10月27日㈪～11月13日㈭（土・日・祝

日を除く）9:00～17:00
下水道課

　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

市美術展覧会の開催と作品募集

洋画・彫刻彫塑・書
10月29日㈬～11月２日㈰9:00～17:00

日本画・美術工芸・写真
11月５日㈬～９日㈰9:00～17:00

※11月２日・９日は15:00まで
ともに八日市文化芸術会館

出展作品を募集します

★部門＝日本画・洋画・彫刻彫塑・美術
工芸・書・写真 市内在住または在勤・
在学者および次の郡市在住者（近江
八幡・蒲生・愛知・犬上・彦根）※中学生
以下は除く★そのほか＝会場への搬
入日は10月24日㈮・25日㈯ 各支所・
市立公民館・コミュニティセンターに
設置の募集要項をご覧ください

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

訪問看護ステーション愛称

　訪問看護ステーション「八日市」（八日
市緑町）と「なごみ」（猪子町）の２つを統
合し、八日市上之町に新たな施設ができ
ます。事業がイメージでき、みなさんに
親しまれ地域になじむ愛称を募集します。
県看護協会会員、または市内に居住

もしくは通勤・通学している人 愛称と
その理由、住所、氏名、年齢を記入し、
10月10日㈮までに郵送またはFAX。

〒525-0032
　草津市大路二丁目11番51号
　㈳滋賀県看護協会名称募集係
　☎077-564-6468　℻077-562-8998

切り絵教室受講生

　紙とカッターを使って気軽に切り絵を
楽しみます。
10月24日～平成21年３月27日（第４金

曜日13:30～15:30） 市内在住のおおむ
ね60歳以上 先着10人 3,000円 高
齢者やすらぎ交流ハウス
10月15日㈬まで（電話可）
長寿福祉課

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

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。
10月18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

歴史ウォーク参加者

　17年ぶりに重要文化財11体が一堂に会
した石馬寺（五個荘石馬寺町）と近江商
人のまちなみ（五個荘金堂町の伝統的建
造物群保存地区）を回ります。（雨天決行）
10月18日㈯13:00～16:00 五個荘農村

環境改善センター前集合（五個荘塚本町）
先着30人 500円 10月10日㈮まで
埋蔵文化財センター　☎0748-42-5011

　 050-5801-5011　

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ビームライフル　
11月16日㈰ 県立障害者福祉センター

（草津市） 10月14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

魚のさばき方教室参加者

10月25日㈯13:00～15:00 八日市公
設地方卸売市場 20歳以上 40人
1,000円（材料費として当日徴収）
10月14日㈫～16日㈭に電話で申し込む
まな板、タオル２本、エプロン、包丁
八日市公設地方卸売市場

　☎0748-23-6671　
　 050-5801-1136

てんびんの里市民ギャラリー展示

市内在住または在勤の個人および市内
での活動団体 てんびんの里文化学習
センター（エントランスホール）※展示
は10日間

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

　地上デジタルテレビ放送への切り
替えや家庭電化製品の困りごとの相
談窓口を開設しています。詳しくは、
お問い合わせください。
滋賀県電器商業組合☎077-581-8980

デ
１１

ルタジ
０番 のご案内

やめよう！犬の放し飼い
　犬の放し飼いは人に迷惑
がかかり、大変危険です。
犬が逃げ出さないようにし、
散歩をする時には、必ず引
き綱をつけましょう。
生活環境課　☎0748-24-5633

　 050-5801-5633
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市民ギャラリー

●アート魚拓展　
●さくら会押花サークル展
　10月16日㈭～11月４日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

土地開発公社の宅地売却（先着順）

●売却物件
　布引台二丁目６（232.74㎡）
　売却価格＝14,087,000円
10月６日㈪～平成21年３月31日㈫

　※土・日・祝日を除く9:00～17:00
　　（直接申し込みのみ可）

東近江市土地開発公社
　　　☎0748-22-0010

宝くじ助成で備品を整備

　宝くじの助成金で、下
記のとおりコミュニティ
活動を推進するための
備品を整備されました。
市辺地区自治会連合会
・音響設備、ステージ、 
　テントなど（写真上）
玉緒地区自治会連合会
・視聴覚機材、物置、テントなど（写真下）
総務課　

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

行政相談週間

★行政相談週間　10月20日㈪～26日㈰
　国の仕事や公社、公団といった特殊
法人の業務に要望や苦情がある人は、
行政相談委員にご相談ください。相談
は無料で、秘密は厳守します。
★本市の行政相談委員のみなさん（敬称略）
杉山清野（八日市地区）、福田征男（八日
市地区）、北川元一郎（永源寺地区）、小
川達之（五個荘地区）、藤関安久（愛東地
区）、島村俊一（湖東地区）、西村二郎（能
登川地区）、山添利嗣（蒲生地区）
市民相談室　

　☎0748-24-5616　 050-5801-5616

芸術文化祭オープニングイベント

「大阪市音楽団」ワンコインコンサート
　なつかしい曲やディズニーミュージッ
クなどプロの吹奏楽団によるコンサート
をお楽しみください。
10月19日㈰14:00から 八日市文化芸

術会館 500円※小学生以下は保護者
同伴 生涯学習課、市立公民館、八日
市文化芸術会館でチケットを販売
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

し尿収集業務のお休み（10月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、13日㈷、
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

市総合計画（実施計画）の公表

　市では、総合計画の実施計画を策定
し、市ホームページなどで公表しました。
　実施計画は、基本計画に示された施
策を３年間の具体的な事業として定める
もので、社会経済や財政状況などを判
断しながら毎年更新します。
【公表場所】市役所情報コーナー、各支
所・市立公民館・コミュニティセンター・
図書館
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

甲良養護学校学習発表会

　日ごろの学習の成果をステージ発表
や作品展でご覧ください。
10月24日㈮９:45～14:30

　　　25日㈯９:40～14:25
県立甲良養護学校（犬上郡甲良町）

　☎0749-38-4880

　建築物の新築や、増改築をする場合
は、一部を除き建築基準法に基づき
「建築確認申請」の手続きが必要です。
建築指導課　☎0748-24-5656

　 050-5801-5656

10/11㈯～17日㈮
違反建築防止週間

中部清掃組合のホームページ開設

　浄化槽は、生活排水を処理する
施設で、琵琶湖や河川などの水質
を保全します。
　保守点検、清掃、法定点検を忘
れないようにしましょう。
生活環境課　☎0748-24-5633

　 050-5801-5633

10月１日は「浄化槽の日」

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
『能登川南小学校里山保全活動』
　10月20日㈪～27日㈪
『回想法セットの貸し出しを始め
ました（能登川博物館）』
　10月27日㈪～11日３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

手話通訳を
　 ご利用ください 
　右記の場所と日程で手話通
訳者がいますので、各種手続
きや相談などにご利用ください。
※記載以外の日や、支所での
ご利用は、障害福祉課まで
ご連絡ください。

　℻0748-24-1052
　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640

蒲生支所市民生活課
℻0748-55-1160
☎0748-55-4883

能登川支所市民生活課
℻0748-42-6125
☎0748-42-8700

14:00～16:00 10:00～12:00
10月 ２日㈭・16日㈭ ８日㈬
11月 ６日㈭・20日㈭ 12日㈬
12月 ４日㈭・18日㈭ 10日㈬
１月 ８日㈭・22日㈭ 14日㈬
２月 ５日㈭・19日㈭ 18日㈬

３月 ５日㈭・19日㈭ 11日㈬

　組合の概要、ごみの出し方など
がわかるホームページを開設しま
したので、ご利用ください。
■ http://www.tyubuseisou.jp


