
※施設の休館日および開催時間などは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　2009.1.113

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。

  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　
　１月８日㈭ 10:30から
わらべうたであそぼ　
　１月10日㈯ 各20組（申し込みが必要）
　①10:15から ０～２歳
　②11:15から ３歳以上　
おはなしタイム　14:30から
　 １月10日㈯、17日㈯、31日㈯
ライブラリーシアター　14:00から
　１月11日㈰「ルパン三世 愛のダ・カー
ポ」（92分）、18日㈰「左

さ

近
こん

捕
とり

物
もの

帳
ちょう

 鮮血の
手型」（89分）、25日㈰「ウルトラセブン 
失われた記憶」（74分）
きりがみであそぼう（申し込みが必要）
　１月24日㈯ 14:30から
　 小学生以上　 20人

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

新春特別企画「春の宴
うたげ

」
　新春の縁起物やおひな様
などを展示
　１月６日㈫～25日㈰
　 200円（小中学生100円）

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

企画展「はかる道具ー計る・測る・量るー」
　さおばかり、そろばんなどの展示
　１月７日㈬～２月15日㈰
水鳥観察会（申し込みが必要）
　１月31日㈯９:30～11:30
　 伊庭内湖周辺

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

音楽の散歩道　 300円　
　１月８日㈭10:00～11:30
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　１月８日㈭20:00～21:30
　　21日㈬10:00～12:00
月曜の朝は太極拳で　 300円
　１月19日㈪、26日㈪10:00～12:00
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　１月28日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

１月の主な市民相談業務  ＊下表の中で祝日、１月１日～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（16日㈮は12:00まで）

行政相談
※行政相談員に
　よる無料相談

６日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
８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 ゆうあいの家 ボランティアハウス（永源寺高野町）
20日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
21日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
22日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
27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

登記相談 16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。

14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）１月７日㈬８:30から

21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）１月14日㈬８:30から

27日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）１月20日㈫８:30から

合同行政相談 23日㈮ 13:30～16:30
受付は15:30まで 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 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
13日㈫・20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
14日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
16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
20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 15日㈭・19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 ２月４日㈬ 10:00～16:00 １月28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） 14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

道路の除雪作業にご協力ください
　市では、積雪が10㎝以上になると主要
幹線市道の除雪をします。みな
さんのご協力をお願いします。
●除雪車の作業中の通行に、　
　ご協力をお願いします。
●作業の妨げになる路上駐車はしない
　でください。
●路面凍結の原因になる路面散水はし
　ないでください。
●雪寒対策のため、やむを得ず通行止
　めになる場合があります。

冬道のスリップ事故にご注意ください
　冬季は積雪や路面凍結によるスリッ
プ事故が多発します。下記のことを心が
け、交通事故防止に努め
ましょう。
●冬用タイヤの装着
●交通状況や気象の確認
●スピードは控えめにし、車間距離は夏
場の２倍

●余裕をもって早めの出発
＊融雪剤を適所に配備していますので、
　路面凍結時にご使用ください。

冬の暮らしを安全に

管理課　☎0748-24-5654　 050-5801-5654
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ファミリー・サポート・センター会員

　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。
会員になるには講座の受講が必要です。
１月16日㈮９:15～12:30
ウェルネス八日市
１月15日㈭まで
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

みんなでお正月参加者

　東近江国際交流協会の主催で、地域
にお住まいの外国人のみなさんと餅つき
やゲームなどで日本の文化を楽しみます。
１月25日㈰10:00～14:00
建部コミュニティセンター
先着30人
１月22日㈭まで
企画課

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

市卓球選手権大会参加者

１月25日㈰９:30試合開始
個人戦（男女別）

①中学生②小学生③初心者
④50歳以上⑤一般
小学生100円、中学生200円、

　一般500円
１月12日㈷まで（ファクス可）

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

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

えほんのじかん　14:30から
　１月10日㈯、17日㈯、31日㈯
おはなしのじかん
　１月24日㈯ 14:30から
名画上映会　
　１月24日㈯ 13:30から
　「キタキツネ物語」（120分）
こどもえいが会　
　１月25日㈰14:00から
　「ごきげんなライオン」（22分）

おひざでだっこのおはなし会
　１月24日㈯ 11:00から
凧と絵手紙展
　１月27日㈫～２月３日㈫
写真家　古谷桂信さん写真展
水とともに生きる（琵琶湖今昔写真ほか）
　１月６日㈫～31日㈯
写真家　古谷桂信さん講演会
＊下記いずれも 50人（申し込みが必要）
◎琵琶湖今昔物語から世界へ
　～マヤの聖なる湖～
　１月17日㈯ 14:00から
◎川と生

い の ち

命を守る
　～琵琶湖淀川水系が抱える問題に取
　り組む人々～
　１月18日㈰ 14:00から

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

大久保弥一の不思議なあかり展
　１月８日㈭～２月１日㈰
おひざでだっこのおはなし会
　１月15日㈭11:00から
おはなし会　14:00から
　毎週土曜日（１月３日を除く）

  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
　１月８日㈭ 10:30～11:00
こどもえいが会　
　１月18日㈰14:00から
　「名探偵ホームズ（劇場版）」（46分）
おはなし会　14:00～14:30
　毎週土曜日（１月３日を除く）

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

おひざでだっこのおはなし会
　１月８日㈭ 10:30～10:50
おはなし会　
　１月10日㈯10:30～11:30、
　　　24日㈯10:30～11:10
えほんのじかん １月17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
　１月７日㈬ 11:00から
ライブラリーシアター　
　１月10日㈯ 14:00 から 
　「ひばり捕

とり

物
もの

帖
ちょう

かんざし小判」（85分）
てんとうむしの紙芝居「さぎとり」ほか
　１月10日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　 １月17日㈯、24日㈯、31日㈯

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

おはなしの森　11:00から
　１月10日㈯、24日㈯
ちっちゃいおはなしの森　
　１月16日㈮ 10:30から

東近江市の人のうごき
人　口●118,844人 （＋  12）

男： 58,900人 （－  18）
女： 59,944人 （＋  30）

世帯数● 40,942世帯（＋  46）
※平成20年12月1日現在（ ）内は前月比

◎新春特別企画「干
え と

支凧展-丑
うし

-」

　丑
うし

が描かれた全国の凧約70点を展
示します。　
　１月３日㈯～26日㈪
＊期間中、先着150人に干支凧のミニ
　飾りをプレゼント

◎鬼の凧展　
　鬼が描かれた全国の凧
25点を展示します。　
　１月29日㈭～２月16日㈪
＊期間中、先着300人に「鬼の面」、
　２月１日～３日には先着100人に「福
　豆」をプレゼント

２月１日㈰９:30～12:00
一人500円
先着25人（申し込みが必要）

上記いずれの展示も200円（小中学生100円）
八日市大凧会館　☎0748-23-0081　 050-5801-1140

鬼を描いた凧作り教室参加者募集



※施設の休館日および開催時間などは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　2009.1.115

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。

◎テレビ放送（東近江スマイルネット）
「市長・新春に語る」
「新春市議会議長挨拶」
 1月1日㈷～4日㈰
 ＊時間は番組でご案内します。
◎テレビ放送（びわ湖放送）
「2009新春市議会議長放談」
 1月3日㈯16:00～16:50
 1月18日㈰16:00～16:50（再放送）

◎東近江スマイルネット（特別番組）
「東近江市成人式」
 １月26日㈪～２月２日㈪
 ＊時間は番組でご案内します。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　　　 050-5801-5611

市長・市議会議長新春に語る

市政広報番組放送

児童手当の支給日、手続き

◎２月定期払い　
　２月10日㈫は、10～１月分の児童手当
の支給日です。なお、金融機関によって
振込時間が異なります。口座を変更され
る場合は、１月30日㈮までに手続きをし
てください。
◎住所変更　
　児童と受給者の住所が異なる場合
は、届出が必要です。届出がないと、手
当が受給できなくなることがありますの
で、ご注意ください。
◎新規申請　
　小学校修了前のお子さんを養育し受
給資格がある人で、認定請求をお忘れの
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

いじめ根絶フォーラム

　市内の児童、生徒による「いじめ根絶
運動」の発表やパネルディスカッション
などを通して、いじめのない学校づくり
について考えます。
２月１日㈰13:30～16:00（参加自由）
てんびんの里文化学習センター
学校教育課

　☎0748-24-5671　 050-5801-5671

人権尊重をめざす 東近江市女性のつどい

◎劇団ひばりとゆかいな仲間たちの演劇
◎佐倉智美さんの講演「性同一性障害」
　から見えてくるもの
１月31日㈯13:30から
愛東公民館
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

市民ギャラリー

●小泉久夫作品展
●明治、大正、昭和、時代のその時、年賀
　ハガキが動いた　
　１月15日㈭～２月３日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

補聴器適合相談会

★相談内容＝聴力・適合検査、補聴器
の管理・装用指導や簡単な点検修理など
補聴器を使用していたり使用を考えて

いる人、聞こえ具合に悩んでいる人など
１月21日㈬13:00～15:00
ハートピア八日市２階（今崎町）
15人程度（申し込みが必要）
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052

道路現地調査の実施

　道路の資料整備のため、市内の集落
内道路などで測量作業を実施していま
す。みなさんのご協力をお願いします。
建築指導課

　☎0748-24-5656　 050-5801-5656

介護予防回想きらりサポーター養成講座

　名古屋文理大学短期大学部　准教授
の下山久之さんから民具を活用した回想
法を学びます。
１月17日㈯、24日㈯、31日㈯10:00～12:00
能登川博物館 地域活動への意欲

がある団塊世代や地域サロンのスタッフ
など（３日間とも受講できる人）
先着30人 １月13日㈫まで
いきいき支援課

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ボウリング　 ３月８日㈰　
大津ボウル　 ２月２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

職　種 募集人数 受験資格

心理判定員 ２人程度
●昭和56年４月２日以降に生まれた人　
●臨床心理士の資格を有する人、または取得見込みの人
（心理士養成の大学院を平成21年３月に修了見込みの人を含む）

★申込期間＝１月21日㈬まで（電話可）★試験＝２月４日㈬、市役所本庁舎

◎市嘱託職員採用試験（平成21年度採用）
　 職員課　☎0748-24-5601　 050-5801-5601

日　時 内　容 場　所
２月３日㈫13:30～16:00 余暇時間の使い方

建部コミュニティセンター２月10日㈫13:30～16:00 ウォーキングなど
２月17日㈫９:30～13:30 調理実習
２月24日㈫10:00～15:00 里山で体を動かそう 河辺いきものの森
３月３日㈫13:30～16:00 おいしいコーヒーの入れ方

建部コミュニティセンター
３月10日㈫13:30～16:00 健康維持と仲間づくり

  男性のための『健康☆仲間』づくり講座   長寿福祉課  ☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 050-5801-5645

市内在住のおおむね60歳以上の男性 20人 2,000円 １月23日㈮まで




