
※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　2009.3.113

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。

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

おはなしの森　11:00から
　３月７日㈯、21日㈯
ちっちゃいおはなしの森　
　３月13日㈮ 10:30から
おりがみで紙ヒコーキをつくろう
　３月14日㈯ 13:30から
ライブラリーコンサート　二

に

胡
こ

の調べ
　３月22日㈰ 19:30～20:30（要申込）
　二胡の演奏：安岡由紀子さん

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
　３月２日㈪、16日㈪10:00～12:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　３月５日㈭20:00～21:30
　　18日㈬10:00～12:00
音楽の散歩道　 300円　
　３月12日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　３月25日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
マックスクラブ発表会＆あかねっ子フェスタ
　活動発表や体験コーナー、屋台など
　３月８日㈰10:00～15:00
あかね人形劇まつり2009
　３月15日㈰10:00～16:00
　 前売り600円（３歳以上）

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

スプリングコンサートＲ＆Ｂライブ
　スティービー・ワンダーも絶賛！外国人
女性シンガーによる本格ライブ
　３月21日㈯ 19:00開演（全席自由）
　 1,000円

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

ギャラリートーク「お雛
ひな

様のお話」
　雛人形を鑑賞しなが
ら、お雛様にまつわる
楽しいお話があります。
　講師：花ちらし運動　藤原愛子さん
　３月７日㈯～８日㈰　①11:30から
　② 13:30から（２回講演）

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

能登川南小学校６年生学習成果発表展
　３月11日㈬～３月22日㈰
春を染めよう
　博物館周辺の植物を
使って草木染をしませ
んか。
　３月22日㈰13：30～15:30
　 先着15人（申し込みが必要）
企画展　東近江・春の歳時記
　「春」を感じる人形や蝶

ちょう

などを展示
　３月25日㈬～４月26日㈰

八日市まちかど情報館  ☎0748-23-4528  　　　　　　　　　　　　　 050-5802-8083

本町「食」パサージュ2009
　260メートルの通
りに、ケーキやクッ
キー、漬物、こんにゃ
くなど手づくりの料
理や菓子を販売する約20店が並びます。
　３月14日㈯10:30～15:00
八日市本町商店街アーケード通り

八日市高等学校書道部作品展
　漢詩の創作や古典の臨書作品、様々
な展覧会への出品作品などの展示。
　３月５日㈭～22日㈰

３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（27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
11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）
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 五個荘福祉センター　２階相談室
23日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
31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 27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
　予約が必要

11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）３月４日㈬８:30から

18日㈬ 13:00～16:00 蒲生支所　会議室※予約受付（定員６人）３月11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）３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。

10日㈫・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
11日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
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
23日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　１階会議室
27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 ３月26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 ４月８日㈬ 10:00～16:00 ４月１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
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クッキングフェスティバル
（韓国料理）参加者

　韓国の人を講師に迎え、本場の韓国
料理を作りながら交流を深め、楽しいひ
とときを過ごしませんか。（主催：東近
江国際交流協会）
３月15日㈰10:00～14:00 愛東福祉

センターじゅぴあ 先着20人（申し込み
が必要） エプロン、スリッパ

企画課　
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

れきみん子ども教室参加者

クイズラリー　れきみん博士になろう～
エコなむかしのくらしコース～
　環境にやさしい工夫がある昔の道具
に関するクイズ
３月27日㈮10:00～11:30
小学生 ３月９日㈪～16日㈪
先着20人 筆記用具、下敷き

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

  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（３月28日を除く）
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　３月４日㈬、４月１日㈬
こどもえいが会　14:00から
　３月８日㈰「となりのトトロ」（86分）、
29日㈰「パディントンの学校大好き」（26分）
名画上映会　
　３月14日㈯ 13:30から「裸の島」（95分）
おはなしのじかん ３月28日㈯ 14:30から
中山圭子さんワークショップ
　木の実を使ったワークショップ
　３月７日㈯13:00～17：00
豊かな湖って？　琵琶湖の現風景写真展
　３月７日㈯～21日㈯
春の宵ピアノコンサート
　演奏：小杉朋代さん
　３月14日㈯19:15開演 先着120人
第三回心の居場所　
　心を癒

いや

す水彩スケッチ展
　３月22日㈰～４月３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
　３月19日㈭11:00から
写真展「瀬戸内の原風景・長島ー豊か
な自然と原発計画のはざまでー」
　３月19日㈭～４月12日㈰
東近江ネイチャーフォトクラブ
　「桜・サクラ写真展」
　３月26日㈭～４月19日㈰
スペシャルおはなし会
　ボランティアグループ「やまびこの会」
によるおはなし会
　３月28日㈯14:00から

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

おひざでだっこのおはなし会
　３月４日㈬ 11:00から
こどもえいが会　３月７日㈯ 15:30から 
　「ねぎぼうずのあさたろう」「くろずみ小
太郎旅日記」（25分）
ライブラリーシアター　
　３月14日㈯ 14:00 から 「裁判員～選ば
れ、そして見えてきたもの～」（69分）
てんとうむしの紙芝居
　「もうじき一年生」ほか
　３月14日㈯15:30～16:00
おはなし会　15:30～16:00
　３月21日㈯、28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
　３月７日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　10:30から
　３月14日㈯10:30～11:30
　　  28日㈯10:30～11:10
えほんのじかん 
　３月21日㈯10:30～11:00

  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
　３月１日㈰「ちびまる子ちゃん」（98分）、
８日㈰「ブラック・ジャック」（104分）、15
日㈰「ドラえもん のび太の宇宙小戦争」
（99分）、22日㈰「もののけ姫」（133分）
おひざでだっこのおはなし会　
　３月５日㈭ 10:30から
おはなしタイム　
　毎週土曜日14:30から

  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
　３月５日㈭ 10:30～11:00
人形劇団クラルテ公演
　３月22日㈰14:00から
　「三びきのくまさん」「鬼のおくりもの」
おはなし会　
　毎週土曜日14:00～14:30

八日市大凧まつり
５月31日㈰

オープニング大凧揚げ参加団体募集
★大凧まつり実行委員会では、まつ
りのオープニングを飾る20畳敷八日
市大凧を製作し、当日飛揚していただ
く団体を募集します。製作作業は３月
下旬～４月上旬に１日２時間（19:30～
21:30）。作業期間は２～３週間程度で、
八日市大凧保存会の指導があります。
毎回作業に10人参加できる団体
１団体 ８万円（材料費）
３月15日㈰まで
八日市大凧会館　

　☎0748-23-0081　 050-5801-1140

★当日や前夜祭、関連事業などの準備
や運営にご協力いただき、まつりを一緒
に盛り上げていただける人を募集します。
４月１日現在18歳以上（高校生不可）
先着40人 ４月24日㈮まで（電話で

申し込みできます）
商工観光課　

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

ボランティアスタッフ募集



※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　2009.3.115

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）
◇市議会生中継（ ３月定例会）
　※詳しくは番組表をご覧ください。
◇特色ある学校づくり「朝桜中
　学校　福祉会の取り組み」
　３月９日㈪～16日㈪
◇東近江市お魚調査隊とさぐる
　「ふるさとのみずべ」
　３月23日㈪～30日㈪
※時間は番組でご案内します。
広報課　☎0748-24-5611

　　　　  050-5801-5611

市政広報番組放送

市民ギャラリー

●香川薫　花・ペ・ヨンジュン氏の切り絵
●五個荘公民館サークル　カントリード
ール「スマイル」　３月19日㈭～４月７日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

平成21年度自衛官等採用試験

★種目＝①一般幹部候補生②歯科・薬
剤科幹部候補生③予備自衛官補
①20歳以上26歳未満（22歳未満は大

卒見込含、大学院修士課程修了者は28
歳未満）②歯科専門の大学卒（見込含）
20歳以上30歳未満、薬剤科専門の大学
卒（見込含）20歳以上26歳未満
③予備自衛官補（一般採用：18歳以上34
歳未満、技能採用：18歳以上55歳未満）
①②５月12日㈫③４月13日㈪まで
自衛隊近江八幡地域事務所

　　☎0748-33-2103

し尿収集業務のお休み（３月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、15日㈰、
20日㈷、21日㈯、22日㈰、28日㈯、29日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

男女共同参画リポーター

　男女共同参画社会づくりをめざし、
調査や市民に向けた推進事業を企画･
実施していただける人を募集します。
◇任期：平成21年４月から２年間
15人（選考により決定）
３月31日㈫まで。男女共

同参画課に設置の応募用
紙、もしくは任意の用紙に
住所・氏名・性別・電話番
号と男女共同参画についてのあなたの意
見を記入し、応募してください。FAＸ、メ
ール（sankaku@city.higashiomi.shiga.
jp）でも申し込みできます。

男女共同参画課
　☎0748-24-5624　℻0748-24-1457
　 050-5801-5624
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番５号

高齢者やすらぎ交流ハウス教室　 長寿福祉課　☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5645

講座名 開催日 時間 期間 受講料
パソコン教室A 毎週火曜日

9:30～12:00
４月７日～９月29日

5,000円
パソコン教室 B 毎週土曜日 ４月11日～９月26日
切り絵教室 第４金曜日 13:30～15:30 ４月24日～９月25日 3,000円
水墨画教室 第２火曜日 13:00～15:00 ４月14日～９月８日 1,500円
３月２日㈪～19日㈭ 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（八日市上之町）※申込者が５人に満たない場合は開催しません。

東近江市の人のうごき
人　口●118,635人 （ー133）

男： 58,753人 （ー  98）
女： 59,882人 （ー  35）

世帯数● 40,868世帯（ー  56）
※平成21年２月1日現在（ ）内は前月比

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

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 8,000円～13,100円 24,000円～39,300円

★入居可能日＝平成21年3月31日㈫以降※入居可能日から家賃が必要
３月２日㈪～９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。（今回は単
身入居不可）★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。

こんなときに届け出が必要です
●新たに下水道の接続をする
●使用料の支払方法を変える
●転出や死亡で使用者の名義を変える
●井戸水を使用・廃止する
●家族（同居）の人数が変わる
●市内での転居や世帯分離をする
下水道課　

☎0748-24-5665 050-5801-5665
　農村下水道課　
☎0748-24-5626 050-5801-9918

下 水 道

「市民ギャラリー」
展示作品を募集

　市役所１階ロビーに展示していた
だく作品を募集します。
◇展示作品：日本画・洋画・彫刻・
陶芸・写真など
市内に在住または市内で活動し

ている個人および団体
５月１日㈮～平成22年４月27日㈫

の期間中、20日間程度
３月２日㈪～４月３日㈮に、生涯

学習課および各コミュニティセンター・
市立公民館に設置の申請書でお申し
込みください。申請書は市ホームペ
ージからもダウンロードできます。




