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　12月13日㈯  「隠し剣　鬼の爪」（131分）
てんとうむしの紙芝居「大黒さん」ほか
　12月13日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　 12月20日㈯、27日㈯

  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
　12月４日㈭ 10:30～11:00
こどもえいが会　
　12月21日㈰14:00から「美女と野獣／
ベルの素敵なプレゼント」（71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

おはなしタイム　
　毎週土曜日（13日を除く）14:30から
おひざでだっこのおはなし会
　12月４日㈭10:30から
ライブラリーシアター　14:00から
　12月７日㈰「ドラえもんのび太の恐竜」
（95分）、14日㈰「カンバセーション"盗聴"」
（114分）、28日㈰「八

よう

日
か

目
め

」（113分）
絵本の広場　10:00～18:00
　12月20日㈯、21日㈰　

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

八日市大凧を年賀状に
　来年の干

え

支
と

「牛」の絵が描かれた八日市
大凧のスタンプや大凧の写真を年賀状に
してみませんか。
12月４日㈭～26日㈮

親子凧作り教室「サンタクロースの凧作り」
12月20日㈯①9:00～11:30、②13:30～

16:00 ３歳以上（小学４年生以下は保護
者同伴） 先着各15組 500円　　　
” たのしさいっぱい”クリスマスの凧達
12月25日㈭まで
200円（小中学生100円）

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

てんびんの里新春カラオケ大会出場者
募集
平成21年１月25日㈰12:30開演
市内在住の人 1,500円
先着60人
12月９日㈫～25日㈭

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

オリジナルリース創り
　博物館周辺のツルや木の実
を使って創りませんか。
　12月６日㈯ 13:00～16:00
　 20人（申し込みが必要）
冬の民具体験　石

いし

臼
うす

でソバを挽
ひ

こう
　12月20日㈯ 10:30～12:00
　 20人（申し込みが必要）
全日本写真連盟能登川支部写真展
　12月10日㈬～14日㈰

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

月曜の朝は太極拳で　 300円
　12月１日㈪、15日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　12月４日㈭20:00～21:30
　　17日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　12月11日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　12月24日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

12月の主な市民相談業務  ＊下表で祝日、12月27日～１月４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 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）
10日㈬ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
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
11日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
12日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
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

登記相談 19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。

10日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）12月３日㈬８:30から

17日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階会議室※予約受付（定員６人）12月10日㈬８:30から

24日㈬ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）12月17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。

４日㈭ 13:00～16:00 八日市コミュニティセンター御園コミュニティセンター
４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
５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 永源寺支所　１階相談室
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
10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 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 １月７日㈬ 10:00～16:00 12月26日㈮までに予約が必要彦根社会保険事務所  ☎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

税務無料相談 12月19日㈮ 13:30～16:30 予約受付（定員6人）12月１日㈪～18日㈭市民税課  ☎0748-24-5604
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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。

さざんか学習受講生

親子クッキングに挑戦
12月12日㈮10:00～11:30
２～４歳児 先着20組
500円（材料費は別途）

ガーデニング教室（門松風）
12月13日㈯14:00～15:00 15人程度
800円（材料費は別途）

フラワーアレンジメント教室
12月26日㈮19:30～21:00 15人程度
800円（材料費は別途）

パソコン教室（２日間で年賀状作成）
昼の部：12月４日㈭・５日㈮13:30～15:30

夜の部：12月８日㈪・９日㈫19:50～21:50
各12人程度 1,500円（材料費は別途）

湖東公民館 
　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

スイミングスクール体験教室参加者

★12月11日㈭ 10:30～11:30
　水中エアロビクス
★12月12日㈮
　（10:00～10:45）　親子教室（ベビー）
　（10:45～11:45）　水中ボクササイズ
　（13:30～14:30）　水中エクササイズ 
　（19:00～20:00）　水中エアロビクス
★12月15日㈪19:00～20:00
　水中ボクササイズ
★12月16日㈫
　（10:00～10:45）　親子教室（ベビー）
　（10:45～11:45）　水中ウォーキング
500円（プール入場料）
12月４日㈭以降（電話申込可）

布引運動公園プール 
　☎0748-25-0045　 050-5802-2538

布引ダンスフェスティバル参加チーム

平成21年３月８日㈰
ダンス愛好者（１チーム３人以上）

　①高校生以上②３歳～中学生
先着50チーム 2 ,000円
12月20日㈯まで（ファクス受付可）

布引運動公園体育館
　☎0748-25-2633　
　 ･℻050-5801-2633

フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

①パワーヨガ １/19～３/２毎週月曜 
　10:00～11:00

②スタイルupウ
ォーキング＆ボー
ルエクササイズ

Ⓐ１/20～３/３毎週火曜
　10:00～11:00
Ⓑ１/15～３/5毎週木曜
　13:30～14:30

16歳以上（お子様連れの受講不可）
5,000円（７回） 先着①30人②25人
12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

自衛官（平成20年度採用）

★募集区分＝Ⓐ２等陸海空士（任期制
隊員）Ⓑ自衛隊高等工科学校生徒
Ⓐ平成20年４月現在、18歳以上27歳

未満の人、Ⓑ平成20年４月現在、17歳未
満の中学校卒業男子（見込含）
Ⓐ12月５日㈮まで、Ⓑ平成21年１月６

日㈫まで★試験日＝Ⓐ12月６日㈯、Ⓑ1
次：平成21年１月10日㈯、２次：１月下旬
★詳しくはお問い合わせください。

自衛隊近江八幡地域事務所
　　☎0748-33-2103

デジタルカメラ教室受講生

　パソコンを使った画像の加工など
平成21年１月10日～４月４日までの毎

週土曜日（13:30～15:30）
おおむね60歳以上でデジタルカメラを

お持ちの人。また、パソコンのキーボード
とマウスの操作ができ、簡単な文章が
作れる人
先着12人（初めての人優先） 2 ,500円
高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市

上之町） 12月19日㈮まで
長寿福祉課　

　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

東近江市選手権水泳競技大会出場者

平成21年１月18日㈰9 : 30から
市内在住・在学・在勤の人
１種目600円　 能登川プール
湖東プール

　☎0749-45-1213　 050-5801-1213

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

えほんのじかん　
　毎週土曜日（27日除く）14:30から
おひざでだっこのおはなし会
　12月３日㈬11:00から
名画上映会　12月13日㈯ 13:30から
　「マイライフ・アズ・ア・ドッグ」（104分）
こどもえいが会　12月14日㈰14:00から
　「バーバパパのおんがくかい」（20分）
秋
コスモス

桜習字作品展～たのしい習字　紙・
石・てん刻～　12月６日㈯～20日㈯
おはなしのじかん 12月27日㈯14:30から

  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
　12月18日㈭ 11:00から
冬休み工作教室　12月21日㈰14:00から
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
　12月６日㈯ 10:30～10:50
人形劇団クラルテ赤ちゃん劇場c

ク ー

ouc
ク ー

ou
　12月７日㈰ 10:45～11:15
　 親子25組（申し込みが必要）
おはなし会　12月13日㈯10:30～11:30､
27日㈯10:30～11:10
えほんのじかん 12月20日㈯10:30～11:00

  蒲生図書館　　☎0748-55-5701　　　　　　　　　　        050-5802-8342

ちっちゃいおはなしの森
　12月12日㈮10:30から
おはなしの森 　11:00から
　12月６日㈯、20日㈯
「木の実の恐竜たち」作品展
　12月３日㈬～21日㈰

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

おひざでだっこのおはなし会
　12月３日㈬ 11:00から
こどもえいが会　12月６日㈯15:30から
「スヌーピーのメリークリスマス」（25分）
ライブラリーシアター　14:00から
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手話通訳を考える学習会

　聴覚障害者の社会参加と自立を支援
する手話通訳者が、健康で活動できる
ために必要なことを考えます。
講師＝滋賀医科大学社会医学講座講師
　　　北原照代さん
12月６日㈯11:00から 市役所東庁舎
市登録手話通訳者、手話通訳を利用

する（予定含む）市内在住の聴覚障害者
障害福祉課　℻0748-24-1052

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

市民ギャラリー

●墨
ぼく

想
そう

の会作品展
●徳永信子・大橋嘉江アート二人展
　12月18日㈭～平成21年１月13日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

いのちと人権を考えるセミナー

12月10日㈬14:00～15:30（受付13:30）
ショッピングプラザ・アピア４階研修

室（八日市浜野町）★講師＝定本ゆきこ
さん（京都少年鑑別所法務技官・精神
科医）、演題＝大人が変われば子どもは
変わる～子育てに地域の目を～
★人権啓発パネル展　世界人権宣言の
パネル・人権まんがパネルなど
12月４日㈭～10日㈬
ショッピングプラザ・アピア１階セント

ラルコート
人権学習課

　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

２００９年版県民手帳販売中

　最新の滋賀県の様子がわかる統計資
料や知っていると便利な暮らしの情報な
ど盛りだくさんの内容が、コンパクトにま
とめられています。企画課または各支所
地域振興課で購入できます。 １冊500円
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

東近江市オリジナル年賀状

　東近江市の美しい風景を印刷したお
年玉付き年賀葉書を販売します。
　絵柄は東近江市八景（永源寺、栗見
出在家から見る輝くびわ湖、百済寺、
湖東平野の眺望、太郎坊宮、五個荘金
堂町のまちなみ、石搭寺、御池岳）
450円（８枚セット）
市観光協会 

　☎0748-48-2100　 050-5801-6678

国際ふれあいパーティー

　東近江国際交流協会の主催で、外国人
のみなさんと楽しいひとときを過ごします。
12月14日㈰12:00～14:30 市役所別

館 500円 12月12日㈮まで
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

今堀（今堀町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 8,300円～12,400円 24,900円～37,200円

今堀※単身入居可 １戸 簡易耐火２階建 ２DK 7,400円～12,200円 22,200円～36,600円

ひばり丘（ひばり丘町）３戸 中層耐火３・４階建 ２LDK 18,600円～35,700円 55,800円～107,100円

松原（山上町） １戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,900円～37,900円 68,700円～113,700円

簗瀬（五個荘簗瀬町）１戸 中層耐火３階建 ３DK 17,700円～29,300円 53,100円～87,900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 ２DK 13,100円～21,700円 39,300円～65,100円

★入居可能日＝平成21年１月15日㈭以降※入居可能日から家賃が必要
12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、住宅課へ書類を提出。入居申し込みには、資格条件があります。
★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。

農業委員会委員選挙人名簿登載申請書をご提出ください
　毎年、1月１日を基準に農業委員会委員選挙人名簿を作成しています。
　昨年、名簿登載された人には12月中旬に登載申請書を配付しますが、
市外に農地を所有している農業経営の人などには、配付されないこと
があります。この場合は、下記までお申し出ください。
※選挙人名簿に氏名が登載されていなければ投票できません。
市内在住の満20歳以上（平成元年４月１日以前生）で、①もしくは②に該当する人

①10アール以上の農地（田、畑）を耕作する農業経営者
②①の同居親族またはその配偶者で年間60日以上農業に従事している人
申請書提出期限　平成21年１月９日㈮（必着）
返信用封筒に入れて郵送または農業委員会補助員にお渡しいただくか、農業

委員会事務局もしくは各支所地域振興課まで直接ご持参ください。
農業委員会　☎0748-24-5682　 050-5801-5682

　市内の製造事業所を対象に、工
業統計調査を実施します。基準日
は12月31日で、12月から１月にかけ
て調査員が伺います。調査票に記
入された内容は、統計法により秘
密が厳守されますので、正確なご
記入をお願いします。
経済産業省、滋賀県、東近江市

企画課
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

製造事業所のみなさん
工業統計調査にご協力ください

市営住宅入居者定期募集（公営住宅） 住宅課☎0748-24-5652 050-5801-5652

　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、下記の利用が無料になります。
●八日市大凧会館 ●探検の殿堂 
●近江商人博物館 ●野口謙蔵記
念館 ●ふれあい運動公園パターゴ
ルフ場 ●蒲生緑のひろばパターゴ
ルフ場 ●ひばり公園パークゴルフ
場 ●ちょこっとバス
青少年課　☎0748-24-5675

　 050-5801-5675

家族ふれあいサンデー12/21㈰
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東近江ケーブルテレビ（特別番組）
『東近江の風～クリエートプラザ東近江
～障害者の自立へのチャレンジ』
　12月８日㈪～15日㈪
『特色ある学校づくり（甲津畑小学
校）愛植えよう宅急便と甲小祭り』
　12月15日㈪～22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

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。
◎祇園町自治会：物置、テレビ、机、椅子など
◎御園地区自治会連合会：ステージ

総務課　
　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

就学校の変更

　公立の小中学校は、通学区域により就
学校を指定していますが、特別な事情に
より就学校の変更ができる場合がありま
す。平成21年度以降の変更を希望される
場合（入学予定者を含む）は、手続が必要
ですので、平成21年１月16日㈮までにお問
い合わせください。
学校教育課　

　☎0748-24-5671　 050-5801-5671

農地法許可申請書の受付期間が変わります

　農地法に基づく許可申請書の受付期
間を次のとおり変更します。（市街化区
域の農地転用の届出は随時受付）
■受付期間　毎月８日～15日（８・15日
が土・日・祝日の場合は翌業務日）
※従来は11日～15日
農業委員会

　☎0748-24-5682　 050-5801-5682

平成21年度入札参加資格審査の申請

　平成21年４月以降の本市の入札に参
加する場合は、資格申請が必要です。
◆業種＝①建設工事②測量および建設
コンサルタントなど③物品および役務
平成21年１月27日㈫～２月３日㈫9:00

～11:30、13:00～16:00（土・日曜日は除く）
市役所別館 申請の要領および書類

は、12月15日㈪以降に契約検査課で配布
します。市ホームページからもダウンロー
ドできます。

契約検査課
　☎0748-24-5614　 050-5801-5614

消費者セミナー

★テーマ「製品事故事例および一般家
庭での注意事項について」
★講師：独立行政法人製品評価技術基
盤機構　生活・福祉技術センター職員
12月12日㈮13:30～15:30 市役所別

館大ホール 先着100人
12月９日㈫まで
消費生活課　

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

12・１月のし尿収集業務のお休み

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域

12月
６日㈯･７日㈰･13日㈯･14日㈰
20日㈯･21日㈰･23日㈷･27日㈯
28日㈰･29日㈪･30日㈫･31日㈬

１月
１日㈷･２日㈮ ･３日㈯･４日㈰
10日㈯･11日㈰･12日㈷･17日㈯
18日㈰･24日㈯･25日㈰･31日㈯

※年末は業務が集中しますので、年内の
予約は12月15日（愛東・湖東地区は26日）
までにお願いします。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

巡回法律相談会

　民事法律扶助制度による弁護士の無料
法律相談です。この制度は民事関係の法
的なトラブルの際に法律相談を行い、必
要な場合には裁判費用や弁護士・司法書
士費用の立て替えをするものです。なお、
利用するには収入による要件があります。
平成21年１月23日㈮13:00～16:00
蒲生支所 12月24日㈬～１月22日㈭
法テラス滋賀　☎050-3383-5454

「環境美化の日」の美化活動にご協力を

　12月１日は環境美化の日。毎年この日
の前後に実施される県下一斉清掃活動
に合わせ、本市での早朝ボランティア活
動にみなさんのご協力をお願いします。
12月３日㈬７:30～８:30

　（雨天中止）
ひばり公園（池庄町）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

■日時　12月24日㈬
　　　　10:00～11:30
■場所　市役所３階  議会会議室
※出席は１人の候補者につき、２
　人以内でお願いします。

■対象者　平成21年２月7日時点
で満20歳以上30歳未満の人。
市内に３か月以上住所があり、 選
挙人名簿に登録されている人。
■期間　２月９日㈪～14日㈯
　　　　８：30～20：00
■内容　投票事務が公正に執行
　されるか監視する職務（１日２人）
■報酬　１日9,500円
■申し込み　12月25日㈭まで
※詳しくはお問い合わせください。

市選挙管理委員会 
　☎ 0748-24-5600
　 050-5801-5600

平成21年２月15日㈰
市長選挙の投票日は

立候補予定者説明会

期日前投票立会人の募集

東近江市の人のうごき
人　口●118,832人 （ー110）

男： 58,918人 （ー  32）
女： 59,914人 （ー  78）

世帯数● 40,896世帯（＋  18）
※平成20年11月1日現在（ ）内は前月比


