
※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　2009.2.113

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。

  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
　２月５日㈭ 10:30～11:00
こどもえいが会　
　２月15日㈰14:00から「ターザン」（88分）
おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30

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

おはなしの森　11:00から
　２月７日㈯、21日㈯
ちっちゃいおはなしの森　
　２月13日㈮ 10:30から
さあ、遊ぼ！大人も子どももみんなよっと
いで「子どもの本の力を考えるフォーラム」
　２月11日㈷
　（10:00～12:00）
　絵本作家　あべ弘士さん講演
　「ぼくと絵本と動物と」
　（13:30～15:30）
　ワークショップ（科学あそびなど）
蒲生公民館

＊託児あり（申し込みは蒲生図書館まで）

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
　２月２日㈪、16日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　２月５日㈭20:00～21:30
　　18日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　２月12日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　２月25日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
あかね人形劇まつり2009
◎出演：人形劇・トロッコ、京芸、森の
　どんぐりさん、Ｐ．ことり座ほか　
　３月15日㈰10:00～16:00
　 前売り600円、当日900円

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

能登川中学校３年生卒業記念制作展
　２月25日㈬～３月８日㈰
　＊最終日は12:00まで

２月の主な市民相談業務  ＊下表の中で祝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（20日㈮は12:00まで）

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

３日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
６日㈮ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
12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

12日㈭・26日㈭ ９:30～12:00 市民相談室
18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）
18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
24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 20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
　予約が必要

10日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室　※予約受付（定員８人）２月３日㈫８:30から

18日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）２月10日㈫８:30から

25日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）２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。

10日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
10日㈫・17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 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
17日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ｂ会議室
20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

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 ２日㈪・19日㈭
３月２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 ３月４日㈬ 10:00～16:00 ２月25日㈬までに予約が必要彦根社会保険事務所  ☎0749-23-5489

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

八日市大
おお

凧
だこ

まつり 風 神女の募 集

　八日市大凧まつり実行委員会では、５月31日
㈰に開催する「2009年八日市大凧まつり」を盛
り上げていただく「風の女神」を募集します。
八日市大凧に関心があり、八日市大凧まつ

りや関連事業に参加できる18歳以上の健康
で明朗な女性（年齢は平成21年４月１日現
在、高校生不可）
２人（２月28日㈯の面接にて選考）
２月20日㈮までに必着。商工観光課に設置の用紙で応募してください。用紙は、市

ホームページからのダウンロードや郵送もできます。★特典=記念品、賞金２万円
商工観光課　☎0748-24-5662　 050-5801-5662
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し尿収集業務のお休み（２月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
１日㈰、７日㈯、８日㈰、11日㈷、14日㈯、
15日㈰、21日㈯、22日㈰、28日㈯
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

サポーターでのトレーニング体験教室

　特殊なサポーターを使ったトレーニン
グ教室。腕と足の加圧で筋力をつけるこ
とができ、生活習慣病予防にも最適です。
２月20日㈮・27日㈮各10:30～11:30、

　３月10日㈫・17日㈫各20:00～21:00
16歳以上（お子様連れの受講不可）
各回先着15人（一人１回） 一回500

円 ２月１日㈰以降に参加費を添えてお
申し込みください

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

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

バレーボールカーニバル参加チーム

◎男女混合９人制　 ２月22日㈰９:00
から 布引運動公園体育館 １チーム
2,000円 ２月10日㈫まで

市バレーボール協会（奥村）
　　 ☎ 0748-23-2376

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ています。
会員になるには講座の受講が必要です。
２月23日㈪
10:00～16:00

・子どもの食事
・救急救命講習

２月24日㈫
10:00～14:30

・子育てを楽しもう
・子どもの心の発達

２月25日㈬
10:00～15:00

・楽しいな、絵本
・子どもの体の発達と健康

①依頼会員＝23・25日両日の午前中を
受講、②協力会員＝３日間すべてを受講
ウェルネス八日市
２月20日㈮まで
ファミリー･サポート･センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

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

えほんのじかん　14:30から
　毎週土曜日（２月28日を除く）
おひざでだっこのおはなし会
　２月４日㈬、28日㈯11:00から
こどもえいが会　14:00から
　２月８日㈰「きかんしゃトーマス～トビ
ーのつなわたり～」（22分）、22日㈰「ス
リーピー・ホロウの伝説」（26分）
名画上映会　
　２月14日㈯13:30から「華

か

氏
し

451」（115分）
おはなしのじかん
　２月28日㈯ 14:30から
延命荘趣味教室　書道作品展
　２月３日㈫～17日㈫
命のかけら　ビーズ展
　２月20日㈮～３月６日㈮

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

おはなし会　毎週土曜日14:00から
おひざでだっこのおはなし会
　２月19日㈭11:00から
図書館落語会（出演：桂米平さんなど）
　２月８日㈰14:00から
大西和彦写真展「湖底に消えたふる里
ー村の風景と先祖の遺産ー」「四季彩々
～自然の美　山・水・光・雲～」
　２月15日㈰～３月15日㈰

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

おひざでだっこのおはなし会
　２月７日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　
　２月14日㈯10:30～11:30、
　　　28日㈯10:30～11:10
えほんのじかん 
　２月21日㈯10:30～11:00
◎特別整理休館　２月23日㈪～27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
　２月４日㈬ 11:00から
こどもえいが会　２月７日㈯ 15:30から 
　「ねずみのさかなつり」（30分）
ライブラリーシアター　
　２月14日㈯14:00から 「お早よう」（94分）
キラメキ～みんな煌

きら

めけ !! ～
湖東中学校３年生卒業美術展覧会
　２月20日㈮～３月１日㈰
てんとうむしの紙芝居「かさじぞう」ほか
　２月14日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　２月21日㈯、28日㈯

  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
　２月１日㈰「ナミイと唄えば」（98分）、
８日㈰「うる星

せい

やつら」（104分）、15日㈰
「タンポポ」（114分）
おひざでだっこのおはなし会　
　２月５日㈭ 10:30から
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から
近江ヘイヘイ絵本部屋　
　とりいしん平さんの楽しいブックトーク
　２月22日㈰14:00から

　市観光協会では、各種ＰＲキャンペーンやイベントに参加し、市のイメージアッ
プのため活躍していただく「東近江市レインボー大使 ｣を募集します。
◎募集期間　２月20日㈮までに必着
明朗・活発・健康な18歳以上で県内在住・在学・在勤の人。なおかつ、各種行事に

年間を通して参加できる人（性別不問。年齢は平成21年４月１日現在で、高校生は除く）
２人（３月１日㈰の面接により選考）★特典＝10万円相当の旅行券など
所定の用紙で応募してください（郵送可）
市観光協会　☎0748-48-2100　 050-5801-6678

東近江市レインボー大使募 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　2009.2.115

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。

消費者セミナー

おしえて！地上デジタル放送
　パナソニック株式会社の野崎靖さんか
ら「地上デジタル放送」について学びます。
２月18日㈬ 13:30～15:30
市役所別館中ホール
先着70人　 ２月16日㈪まで
消費生活課　

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

市教育研究所研究発表大会・教育講演会

●研究報告「情報機器を利用した教材開
発のあり方」、●元旭山動物園飼育係、絵
本作家　あべ弘士さんの講演「どうぶ
つに絵をならった日 」々　ほか
２月12日㈭14:00～17:00
あかね文化ホール
市教育研究所　

　☎0749-45-3738　 050-5802-3274

市民ギャラリー

●八日市フォトクラブ写真展
●伊藤美子・野瀬良子  陶芸とくみひも二人展
　２月５日㈭～24日㈫
●野田洋一郎  水彩画展
●小椋昭二  木工ろくろ展
　２月26日㈭～３月17日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

次世代育成支援に関するニーズ調査

　子育てに喜びや楽しみが実感でき、
希望がもてる社会をめざし、市では平成
22年から５年間を期間とする次世代育
成支援対策地域行動計画を策定します。
　策定にあたり、小学生以下の児童が
おられる3,000世帯（無作為
抽出）を対象にニーズ調査
を実施します。２月上旬に
発送しますので、みなさん
のご協力をお願いします。
こども家庭課　

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

自転車通勤「ぎんりんＢ
ビ ズ

ＩＺ」推進講演会

　自転車ツーキニストの疋田智さんを講
師に迎え、市が推進する自転車通勤「ぎ
んりんＢ

ビ ズ

ＩＺ」について考えます。
３月１日㈰13:30～15:30
ショッピングプラザ・アピア

　４階　アピアホール
　＊関連展示も開催
交通政策課　

　☎0748-24-5658　 050-5801-5658

「ブラジルから来たおじいちゃん」上映会

　ブラジル移民一世のおじいちゃんが日
本を旅するドキュメンタリー映画の上映
会です。（東近江国際交流協会、東近江
警察署管内外国人地域連絡協議会、八
日市図書館の共催）
３月１日㈰13:30～16:00
八日市図書館　 先着50人
２月20日㈮まで
企画課　

　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

市文化団体連合会 芸能発表会

　市内の各地区文化協会から各種団体
が集う芸能発表会。
２月８日㈰10:00開演
あかね文化ホール
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

さざんか学習講座受講生

　長期間保存できるプリザーブドフラ
ワーのおしゃれな作品づくり
２月13日㈮19:30～21:00
先着15人
800円（材料費は別途）
湖東公民館　

　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

教員免許更新制の実施

　４月から教員免許更新制が実施され
ます。現職教員や臨時・非常勤の講師
として勤務を希望する一部の人は、教員
免許状の更新講習を受講、修了する必
要があります。詳しくは、滋賀県教職員
課（☎ 077-528-4531）、文部
科学省ホームページ（http://
www.mext.go.jp/）でご確認
ください。

体操きらりサポーター養成講座　 いきいき支援課　☎0748-24-5641　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5641

　高齢者のみなさんが身近なところで介護予防に取り組めるよう、地域での介護予
防活動をお手伝いいただくサポーターの講座です。

会　場 １回目 ２回目 時　間
能登川福祉センターなごみ ２月９日㈪ ２月16日㈪

10:00～11:30湖東保健センター ２月17日㈫ ２月24日㈫
蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ ２月19日㈭ ２月26日㈭
◎内容：高齢者の状況・体力測定、介護予防体操、介護予防に役立つレクリエーション
介護予防に関心があり、受講後、サポーターとして高齢者サロンや介護予防教室

を支援できる人 各会場１回目の３日前まで

東近江市の人のうごき
人　口●118,768人 （ー  76）

男： 58,851人 （ー  49）
女： 59,917人 （ー  27）

世帯数● 40,924世帯（ー  18）
※平成21年１月1日現在（ ）内は前月比

家族ふれあい
サンデー

　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 ●近江商人博物館 
●探検の殿堂 ●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

2/15㈰




