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　11月８日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　 11月15日㈯、22日㈯、29日㈯

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

おはなしタイム　14:30から
　 毎週土曜日（８日除く）
あおぞらおはなしタイム（中庭で開催）
　11月８日㈯14:30から
ライブラリーシアター　14:00から
　11月9日㈰「101匹わんちゃん」（80分）、
23日㈷「東京物語」（135分）
麻布染め体験（申し込みが必要）　
　11月９日㈰14:00から 20人

あかね文化ホール  ☎0748-55-0207　　　　　　　　　　       050-5801-0207

有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　11月６日㈭20:00～21:30
　　19日㈬10:00～12:00
月曜の朝は太極拳で　 300円
　11月10日㈪・17日㈪10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　11月13日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　11月26日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

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

秋の民具体験　七輪でサンマを焼こう
　11月８日㈯ 10:30～12:00
　 15人（申し込みが必要） サンマ
秋の猪子山探検（申し込みが必要）
　11月15日㈯ 10:30～12:00
利き酒会・酒造りの歌コンサート
　11月22日㈯ 13:30～16:00
　 30人（申し込みが必要） 1,500円

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

企画展　井戸のあるくらし
　11月４日㈫～28日㈮ 200円（小中学
生100円）＊11月15日・16日は無料開館

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

茂山狂言鑑賞会（演目：萩
はぎ

大
だい

名
みょう

・濯
すす

ぎ川
がわ

）
　11月16日㈰19:00開演（全席自由）
　 前売り1,700円、当日2,000円

11月の主な市民相談業務  ＊下表の中で祝日、振替休日は実施していません。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
（21日は除く） 10:00～15:00 市民相談室

行政相談

４日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
12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）
13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

13日㈭・27日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
18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
19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

登記相談 21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。

12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）11月５日㈬８:30から

21日㈮ 13:00～16:00 蒲生支所　会議室※予約受付（定員６人）11月14日㈮８:30から

25日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）11月18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。

11日㈫・25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 五個荘福祉センター　２階相談室
13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
18日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
20日㈭ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
21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 10日㈪・20日㈭
12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 12月３日㈬ 10:00～16:00 11月26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） 12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

税務無料相談 14日㈮ 13:30～16:30 予約受付（定員６人）11月４日㈫～13日㈭市民税課　☎0748-24-5604

◎税務署の電話が自動音声案内に
　11月４日から税務署の電話が自動
音声案内に変わります。税の取り扱
いや申告などの相談は電話相談セン
ターに、納付相談や相談予約などは
税務署につながります。なお、来署
による相談は、予約をお願いします。
◎11月11日～17日「税を考える週間｣
●国税庁ホームページ　税について
考えていただくための特集コーナー
を掲載（http://www.nta.go.jp）
●税金展の開催　小中学生のポス
ターや習字、標語の展示
市役所本庁舎・近江八幡税務署など

◎確定申告はｅ
イー タ ッ ク ス

-Ｔaxで!!
　インターネットを利用す
る便利なサービスです。
★http://www.e-tax.nta.go.jp
●最高5,000円の税額控除
平成20年分の所得税の確定申告を期
限内にすると最高5,000円を税額控除
●添付書類の提出省略
医療費の領収書や源泉徴収
票などは、内容を入力するこ
とで提出を省略
●還付がスピーディー
還付申告の処理を３週間程度に短縮
近江八幡税務署　☎0748-33-3141
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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。

ぬくもりメッセージ2008作品

　人権について、「願い」や「思い」、「感じ
ていること」をメッセージにしてください。
①標語：一人２点以内（ハガキサイズの用
紙）、②作文：一人１点（400字詰め原稿用
紙３枚以内で作文・詩やエッセイなど表現
は自由）、③ポスター：一人１点（四つ切画
用紙の大きさで画材、用紙の向きは自由）
市内在住、在勤、在学者（小中学生は学

校で応募） 12月26日㈮まで（当日消印
有効）★入賞作品は主催者に帰属します

人権啓発課
　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

さざんか学習受講生

なつかしのメロディー教室
11月15日㈯10:00～11:15 500円

彫銀教室（シルバーアクセサリー作り）
11月29日㈯9:30～12:00 800円（材

料費は別途） 10組程度
湖東公民館 

　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

◎木の実の恐竜たち作品展
11月１日㈯～15日㈯ 永源寺図書館
11月16日㈰～30日㈰ 五個荘図書館
◎木の実で動物をつくってみよう
11月15日㈯14:00から 永源寺図書館
11月16日㈰10:00から 五個荘図書館
11月16日㈰15:00から 能登川図書館
小学生以上 各会場20人 会場

の図書館まで（電話番号は右記項目）

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

えほんのじかん　14:30から
　1１月１日㈯、８日㈯、15日㈯
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　11月５日㈬、12月３日㈬
名画上映会　11月８日㈯ 13:30から
　「瀬戸内少年野球団」（140分）
こどもえいが会　11月９日㈰14:00から
　「かばのヒポポくん」（20分）
八日市フォトクラブ写真展
　11月13日㈭～22日㈯
おはなしのじかん 11月22日㈯14:30から
特別整理休館　11月23日㈷～29日㈯

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

よいよいコンサート　永源寺地域の団体
やJAZZの演奏　11月８日㈯ 19:00から
おひざでだっこのおはなし会
　11月20日㈭ 11:00から
アコースティックライブin図書館
　11月30日㈰ 14:00～16:00
おはなし会　14:00から
　毎週土曜日（15日除く）

  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
　11月６日㈭ 10:30～11:00
こどもえいが会　
　11月９日㈰14:00から「アラジンの大
冒険／アラジン絶体絶命」（44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
　11月１日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　11月８日㈯10:30～11:30、
22日㈯10:30～11:10
えほんのじかん11月15日㈯10:30～11:00

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

こどもえいが会　11月１日㈯15:30から
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　11月５日㈬、12月３日㈬
ライブラリーシアター　
　11月８日㈯14:00から  「めぐみ」（88分）
てんとうむしの紙芝居「ばけくらべ」ほか

上記②・③＝１チーム2,000円、ほかは
無料 参加料を添えて11月21日㈮まで

◎市駅伝競走大会 ◎東近江元旦健康マラソン大会

平成21年１月１日㈷9:00から
布引運動公園体育館前発着

種　目 距離
１部 一般男子（40歳以上） 10.0㎞
２部 一般男子（39歳以下） 10.0㎞
３部 高校男子 10.0㎞
４部 一般女子（高校生含む）10.0㎞
５部 一般男子（高校生含む） 5.0㎞
６部 一般女子 5.0㎞
７部 高校女子（中学生含む） 5.0㎞
８部 中学男子 5.0㎞
９部 中学女子 3.0㎞
１0部 小学男子（３年生以上） 3.0㎞
１1部 小学女子（３年生以上） 3.0㎞
ジョギングの部（小学生以上） 3.0㎞
※年齢の基準日は大会当日
一般男女10㎞＝2,000円、同５㎞＝1,500

円、高校生以下・ジョギング＝1,000円（傷
害保険料含む） 11月20日㈭まで
★大会運営スタッフを募集します
高校生以上　 若干名
11月28日㈮まで

12月７日㈰ 9:10スタート
ひばり公園発着の周回コース
１チーム監督１人、選手５人、補欠

３人。他部門･チームの兼務は不可。
部門（距離） 資格

①市民地区対抗
　（19.0㎞）
※市民体育大会種目

市内同一地区在住
の高校生以上。高
校生走者は３人以
内。男女混合可。

②一般
　（19.0㎞）

高校生以上。男女混
合可。

③一般女子
　（13.5㎞） 高校生以上の女子

④中学生男子
　（13.5㎞） 同一中学校の男子

⑤中学生女子
　（13.5㎞） 同一中学校の女子

⑥スポーツ少年団
　（9.5㎞）
※小学４～６年

市内同一単位団ス
ポーツ少年団。男女
混合可。

＊健康管理には十分注意して、ご参加ください。
スポーツ課　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

●所在地：市子川原町（蒲生支所内）
☎0748-55-5701 050-5802-8342
●開館時間：10:00～18:00
●休館日：月・火曜、国民の祝日（火
　曜が祝日は翌日も）、第４金曜など
小畠由佳理作品展～ペンは友だち え
のぐはごちそう～11月２日㈰～30日㈰
おはなしの森　11:00～11:30
　11月８日㈯、22日㈯
ちっちゃいおはなしの森
　11月14日㈮ 10:30～11:00

11月１日㈯午前10時

蒲生図書館が開館
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東近江市子育て支援のつどい

①子育て支援事業報告、②㈱富士通総
研　渥

あつ

美
み

由
なお

喜
き

さんの講演「ワーク･ライフ･
バランスの推進に向けて｣
11月８日㈯13:20～16:00
愛東公民館
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

ファミリー・サポート・センター養成講座

　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、地域で子育てを応援します。
11月28日㈮、12月２日㈫、12月４日㈭10:00

から 依頼会員＝11月28日・12月４日両日
の午前中を受講、協力会員＝すべて受講
ウェルネス八日市 11月27日㈭まで
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

高齢者やすらぎ交流ハウス教室

水墨画・墨彩画　来年の干
え

支
と

や正月の
祝い物を描きます。 11月19日㈬ 13:30
～15:30 700円 11月13日㈭まで
しめ縄づくり 12月７日㈰ 9:30～12:00
1,000円 11月25日㈫まで

※両講座とも下記のとおり
おおむね60歳以上の市民 各先着10

人 高齢者やすらぎ交流ハウス
長寿福祉課　

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

ヘムスロイド村O
オ ー プ ン

penS
ス タ ジ オ

tudio2008

　村で活動する陶芸や彫金、ガラス、木
工など芸術家の作品づくりの見学や体験。
11月９日㈰ 10:00～16:00 ことうヘ

ムスロイド村（平柳町） 材料費
湖東支所　地域振興課

　☎0749-45-3706　 050-5801-3706

男女共生フォーラム

①男女共同参画をテーマにした紙芝居、
②北清水町自治会の事例発表、③滋賀文
化短期大学教授　谷口浩志さんの講演
「男女共同参画の視点に立ったまちづくり」
12月13日㈯13:30～15:30 湖東公民館

＊託児・手話通訳は12月１日
㈪までに申し込みが必要

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

「冒険遊び場」講演会

　日本冒険遊び場づくり協会の天野秀
昭さんを講師に迎え、遊びの大切さや冒
険遊び場づくりの魅力について考えます。
11月22日㈯14:00～16:30
市役所別館大ホール
八日市コミュニティセンター

　☎0748-22-1365　 050-5801-1141

愛知川の愛林作業と焼き芋を食べよう

★古竹の間伐、門松づくり、焼き芋づくり
12月６日㈯ 9:00～12:30 愛知川河川

敷広場（阿弥陀堂町、葉枝見橋下流）
先着100人 300円 11月21日㈮まで

能登川支所　地域振興課　
　☎0748-42-9913　 050-5801-9913

八南農業祭

11月22日㈯ 10:00～14:00
★新鮮でこだわりの農産物販売、生徒に
よるバザー、学習展示など

八日市南高等学校　☎0748-22-1514

州立北ミシガン大学姉妹都市奨学生

　アメリカ・マーケット市にある州立北
ミシガン大学に留学する姉妹都市奨学
生（授業料・寮費を免除）を募集します。
★留学期間＝平成21年８月～22年５月
１人 11月４日㈫～28日㈮17:00（必

着）★一次試験：筆記（英語）・英会話
＝12月７日㈰＊応募資格など詳細につい
ては、お問い合わせください。

企画課　
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

登録統計調査員

　国や県が実施する各種統計調査に従事
していただく調査員を募集します。調査の
種類、件数に応じて報酬があります。
20歳以上の市内在住者で、職務上知

り得た内容などの秘密を守れる人（警察
･税務・選挙に直接関係する人は除く）

企画課　
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

フィットネス講座受講生

スタイルupウォーキング＆ボールエクササイズ
Ⓐ12月５日㈮、１月９日㈮、２月６日㈮、３

月６日㈮、Ⓑ12月18日㈭、１月22日㈭、２月
19日㈭、３月19日㈭※すべて19:30～20:30
16歳以上（お子様連れの受講不可）

各25人 3,000円（４回） 11月１日㈯以降
布引運動公園体育館 

　☎0748-25-2633　 050-5801-2633

職　種 募集人数 受験資格

保健師 ２人程度
●昭和58年４月２日以降に生まれた人　
●保健師の資格を有する人、または保健師を養成する学
　校を平成21年３月卒業見込みで資格を取得見込みの人

★申込期間＝11月５日㈬～19日㈬★一次試験＝12月７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

◎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
上級技術職（機械） １人 昭和58年４月２日～62年4月１日に生まれた人
★申込期間＝11月14日㈮まで★一次試験＝11月30日㈰★試験会場＝日野清掃センター

◎中部清掃組合職員採用試験（平成21年度採用）
　 中部清掃組合　☎0748-53-0155

東近江市の人のうごき
人　口●118,942人 （＋  34）

男： 58,950人 （＋  10）
女： 59,992人 （＋  24）

世帯数● 40,878世帯（＋  75）
※平成20年10月1日現在（ ）内は前月比



広報ひがしおうみ　2008.11.115

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）
『食べるを考えるつどい』
　11月10日㈪～17日㈪
『全日本あいとう４時間耐久三輪車レース』
　11月17日㈪～24日㉁
『みんなで始めるエコライフ』
　11月24日㉁～12月１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

　児童虐待は年々件数が増え、深
刻化していますが、それを防ぐに
は早期発見が大切です。みなさん
の近くに気になる子どもがおられ
たら、すぐにご連絡ください。また、
子育ての悩みや不安がある人もご
相談ください。秘密は厳守します。
（連絡・相談先は12ページに掲載）
こども支援センターひばり 

　☎ 0748-24-5663　
　 050-5802-3275

11月は児童虐待防止推進月間

ゴミの分別と排出ルールを守りましょう

　９月に能登川地域でゴミ収集車の火
災事故が発生しました。原因は、穴が
開いていないカセットボンベや使い切っ
ていないライターの混入と思われます。
このようなことが起こらないよう、ゴミ
の分別と排出ルールを守りましょう。
廃棄物対策課 

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

市民ギャラリー

●街道の民画大津絵展（日比野渥美さん）
●山村の祭り（板内保久さん）　
　11月６日㈭～25日㈫
●延命荘水墨教室
●あり加藤＆ONO木工ろくろ展（加藤高之さん）
　11月27日㈭～12月16日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

芸術文化祭イベント

①ダンスフェスティバルin東近江
　市内のダンスグループや舞太鼓「あす
か組」のステージ 11月23日㈷13:00から
②琉球音楽フェスティバル
★出演：南

ぱい

ぬ風
かじ

人
ぴとう

まーちゃんバンドwith
風
かじ

人
ぴとう

ブドュリ太鼓、よなは徹＆比
ひ

嘉
が

久美子
11月30日㈰14:00から

＊①②とも下記のとおり
1,000円（当日1,200円）、４歳以上高校

生以下500円（同700円）
生涯学習課、各市立公民館など

③芸能フェスティバル
　市内のグループや団体によるステージ
発表。豪華景品が当たるお楽しみ抽選
会もあります（9:30から抽選券を配布）。
11月24日㉁10:00から

＊会場はすべて八日市文化芸術会館
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

本町「秋」パサージュ2008

　手工芸の作品や手作りの料理、菓子
などを販売する店舗が、通りに並びます。
11月15日㈯10:30～15:00
八日市本町商店街アーケード通り
八日市まちかど情報館

　☎0748-23-4528

取り壊し家屋は届け出が必要です

　１月１日時点に存在する家屋は、固定資
産税の対象です。家屋を取り壊した場合は
資産税課、各支所市民生活課へ届け出を
してください。新増築家屋の評価で市職員
がすでに確認をしている場合は不要です。
資産税課 

　☎0748-24-5637　 050-5801-5637

ガリ版伝承館開館10周年記念特別展

－手技の温
ぬく

もり－本間吉郎孔版画展
11月22日㈯～24日㉁、29日㈯、30日㈰

10:00～16:00 ガリ版伝承館★隣の岡
本公民館では、同期間「ガリ版芸術村文
化祭」があります。作品展をはじめ、23日
には地元による屋台村も出ます。
蒲生公民館

　☎0748-55-0207　 050-5801-0207

宝くじ助成金で備品などを整備

　宝くじの助成金で、コミュニティ活動
の推進を図るための備品などを下記の
とおり整備されました。
◎愛東地区まちづくり協議会：ステージ
◎政所町自治会：広場

総務課　
　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

消費生活スキルアップ講座

講演：滋賀弁護士会　土井裕明さん
「地域ぐるみで消費者トラブルを防ごう」
11月19日㈬13:30～15:00 市役所別館

大ホール 先着30人 11月14日㈮まで
消費生活課　

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

東近江市探訪バスツアー

　古刹を巡り、紅葉狩りを楽しみます。
11月26日㈬9:30～15:30
生き活き館・市役所本庁舎・あいとう

マーガレットステーションの各集合場所→
永源寺→百済寺→クレフィール湖東→あ
いとうマーガレットステーション→各集合
場所 5,000円（昼食代含む） 35人

市観光協会 
　☎0748-48-2100　 050-5801-6678

市ソフトバレーボール大会

12月７日㈰ 9:00から 布引運動公園
体育館 一般女子、混合 先着50チー
ム １チーム2,000円 11月20日㈭まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎0748-23-2376

し尿収集業務のお休み（11月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
１日㈯、２日㈰、３日㈷、８日㈯、９日㈰、
15日㈯、16日㈰、22日㈯、23日㈷、24日㉁、
29日㈯、30日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633


