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だ」ほか　
おはなし会　15:30～16:00
　４月18日㈯、25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
　４月５日㈰「紅の豚」（93分）、12日㈰「牛
若丸」（116分）、19日㈰「夢みるように眠
りたい」（86分）、26日㈰「用心棒」（110分）
おひざでだっこのおはなし会　
　４月２日㈭ 10:30から
わらべうたであそぼ！　４月４日㈯
　①10:15から ０～２歳 20組
　② 11：10から ３歳以上 20組
　※申し込みが必要です
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から

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

おはなしの森　11:00から
　毎週土曜日（４月18日を除く）　
ちっちゃいおはなしの森　
　４月17日㈮ 10:30から
澤田弘行　山野草写真展
　４月８日㈬～19日㈰

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

春季企画展「丹羽貴子日本画展」
　現代日本画壇で活躍されている作家
の作品展
　４月29日㈷～６月７日㈰　
　 200円（小中学生100円）
論語素読入門講座前期受講生募集
　 ４月11日㈯～９月12日㈯第２土曜日
　10:00～11:30 500円（テキスト代）

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

春の猪子山探検
　春の猪子山に出
かけ、ショウジョウ
バカマやイワカガミ
など春の植物を探
します。
　４月11日㈯10：30～12:00
　 先着30人（申し込みが必要）
企画展　東近江のおもちゃ
　懐かしい遊び道具を紹介します。
　４月30日㈭～５月24日㈰

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

火曜の午後は太極拳で　 300円
　４月14日㈫、28日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　４月８日㈬10:00～11:30
　　 23日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　４月９日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　４月22日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者
心と体の栄養補給講座　 300円
　４月16日㈭10:00～11:30

  八日市文化芸術会館    ☎0748-23-6862　　　　　　　　　　           050-5801-6862

マナカナ　トーク＆ライブ「ふたりうた」
５月24日㈰

　14:00開演
前売2,200円

　当日2,500円
※４月４日㈯発
売開始、全席指定（友の会は発売中）
「八日市文化芸術会館とあかね文化ホー
ル友の会」募集
★チケットの先行予約、購入時に使用で
きる「助成券」や催し物案内の特典あり。
年会費1,500円（期間：４月１日～平成22
年３月31日）

４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 ９:00～12:00 市民相談室

行政相談
※行政相談委員
　による無料相 
　談

６日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
７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 ゆうあいの家 ボランティアハウス（永源寺高野町）
15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階自治振興室　
21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 17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

８日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）４月２日㈭８:30から

15日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　１階自治振興室※予約受付（定員６人）４月８日㈬８:30から

28日㈫ 13:00～17:00 市役所　２階２C会議室※予約受付（定員８人）４月21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。

８日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
９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㈫ 13:00～16:00 市役所　２C会議室
14日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
14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 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階自治振興室

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 ６日㈪・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 ５月13日㈬ 10:00～16:00 ５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 ９:00～16:00 消費生活センター（消費生活課内）相談専用電話　☎0748-24-5659



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。
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布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時
パワーヨガ
先着30人

4/13～6/８（毎週月曜７回）
　10:00～11:00

シェイプヨガ
先着30人

4/13～6/８（毎週月曜７回）
　19:30～20:30

ヨガピラティス
各先着30人

4/16～6/11（毎週木曜７回）
　Ⓐ 19:00～20:00
　Ⓑ 20:10～21:10

スタイルupウ
ォーキング＆
ボールエクサ
サイズ
各先着25人

4/７～6/2（毎週火曜７回）
　Ⓐ10:00～11:00
4/16～6/11（毎週木曜７回）
　Ⓑ13:30～14:30
5/22、6/5、7/3、8/7、
9/4､10/2､11/6（７回）
　Ⓒ19:30～20:30

特殊なサポー
ターを使ったト
レーニング★
各先着15人

4/17～6/19（毎週金曜７回）
　Ⓐ９:30～10:30
　Ⓑ 10:40～11:40
4/14～6/９（毎週火曜７回）
　Ⓒ 19:00～20:00
　Ⓓ 20:10～21:10

16歳以上 5,000円（★のみ6,000円）
４月２日㈭以降に受講料を添えてお申

し込みください（電話不可）※お子様連れ
の受講は不可

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

ボーイスカウト・ガールスカウト団員

ボーイスカウト
５歳児・小中学生および指導者として

協力いただける18歳以上の人
★活動内容＝キャンプ・ハイキング・ボラ
ンティア活動などを月１回程度
★募集団体＝東近江第１団（能登川）、東近
江第２団（五個荘）、東近江第３団（八日市）
東近江第１団（武田）☎0748-42-2480

　東近江第２団（尾岡）☎0748-48-3073
　東近江第３団（宮下）☎0748-23-2056
ガールスカウト
小中学生・高校生の女子および指導者

として協力いただける18歳以上の人
★活動内容＝キャンプ・野外料理・ロー
プワーク、ボランティア活動などを月２回
程度★募集団体＝滋賀第10団（五個荘）、
滋賀第19団（八日市）
滋賀第10・19団（今若）☎0748-22-1098
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

公開収録の観覧者

　NHK「ラジオ深夜便のつどい」の公開
収録の観覧者を募集します。
５月９日㈯13:30～16：00 ４月17日㈮

必着。往復はがきの往信用裏面に住所、氏
名、電話番号、返信用表面に住所、氏名を
記入してください（１枚で２人の入場可）　
※応募者多数の場合、抽選

〒529-1531 東近江市市子川原町461番
地１ あかね文化ホール「ラジオ深夜便のつ
どい」係 ☎0748-55-0207　 050-5801-0207

滋賀県警察官

　滋賀県警察本部では警察官を募集して
います。　★第１次試験：５月10日㈰
　詳しくは、滋賀県警察のホームページ
（http://www.pref.shiga.jp/police）、フリーダ
イヤル（☎0120-204-314）でご確認ください

  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（４月25日を除く）

名画上映会　
　４月11日㈯ 13:30から「さくら」（110分）
こどもえいが会　14:00から
　４月12日㈰「じてんしゃにのる　ひと
まねこざる」（30分）、26日㈰「どうぶつ
えんのいっしゅうかん」（70分）
おひざでだっこのおはなし会
　４月25日㈯11:00から
おはなしのじかん ４月25日㈯14:30から
山田朗彫刻展　～人間のことを考える
人たち～　４月４日㈯～19日㈰
カービング２人展 ４月21日㈫～５月２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
　４月16日㈭11:00から
東ヨーロッパの春ビサンキのイースターエ
ッグ紹介展　４月１日㈬～19日㈰
ビサンキ製作実演　13:30～15：30
　４月４日㈯、11日㈯
＊ビサンキ：ウクライナのイースターエッグ

  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
　４月２日㈭ 10:30～11:00
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
　４月４日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　10:30から
　４月11日㈯10:30～11:30
　　  25日㈯10:30～11:10
えほんのじかん ４月18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
　４月１日㈬ 11:00から
こどもえいが会　４月４日㈯ 15:30から 
　「のばらの村のものがたり～春のピク
ニック～」（25分）
ライブラリーシアター ４月11日㈯14:00から
　「素晴らしき日曜日」（108分）
てんとうむしの紙芝居
　４月11日㈯15:30～16:00　
「ねこのたいそう」「だるまさんがころん

５月31日㈰は
八日市大凧まつり
ミニ八日市大凧づくり講習会受講者
★サイズ＝２畳敷
①４月16日㈭～23日㈭②５月11

日㈪～19日㈫いずれも19:30～21:30
（水・日曜を除く） 八日市大凧会館
別館 ３人以上のグループ 各先
着10組 3,000円（材料費含む）
『ミニ八日市大凧』材料のあっせん
★サイズ（料金）＝２畳敷（3,000円）、
８畳敷（10,000円）※各数量限定
★材料＝竹、和紙、つり糸、くくり糸、のり
ミニ八日市大凧コンテスト参加者
★各種団体などが製作した２畳また
は８畳敷のミニ八日市大凧（各賞あり）
八日市大凧まつり当日に凧の説明

とＰＲができ、５月24日㈰の事前説
明会と飛揚指導に必ず参加できる各
種団体など ５月12日㈫まで

八日市大凧会館　
☎0748-23-0081　 050-5801-1140
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ウェルネス講座受講生

講座名・受講料 期　間
茶道（裏千家）
6,000円※

5/12～8/25（15回）
毎週火曜19:00～21:00

華道（池坊）
4,000円※

5/８～9/11（８回）
第2・4金曜19:00～21:00

水墨画
4,000円※

5/13～８/26（8回）
第2・4水曜19:00～21:00

英会話（初級）
10,500円

5/11～8/24（15回）
毎週月曜19:30～21:00

英会話（中級）
10,500円

5/11～8/24（15回）
毎週月曜19:30～21:00

英会話（上級）
13,500円

5/７～8/27（15回）
毎週木曜19:30～21:00

健康太極拳
9,000円

5/９～9/19（15回）
土曜9:30～11:00

リフレッシュヨガ
9,000円

5/７～８/27（15回）
毎週木曜10:30～12:00

話し方教室
4,000円※

5/19～9/１（８回）
第1・3火曜19:30～21:00

フラワーアレンジメント
4,000円※

5/14～８/20（8回）
木曜19:00～21:00
※は別途教材費などが必要

４月２日㈭から先着順。受講料を添え
てお申し込みください（電話・郵送は不可）

ウェルネス八日市
　☎0748-22-8800　 050-5801-1137

てんびんの里ふれあいウォーク参加者

　舟板塀や土蔵のまち並みを眺めながら
ウォーキングを楽しみませんか。
５月17日㈰9:30スタート 一人500円
五個荘中央公園発着①10㎞②５㎞
スポーツ課

　☎ 0748-24-5674　 050-5801-5674

環境セミナー運営委員

　９月～平成22年１月に実施する５回の
セミナーを企画運営していただける人を
募集します。
６人程度 ４月24日㈮まで（ファクス可）
生活環境課　☎0748-24-5633

　 050-5801-5633　℻0748-24-5692

登録統計調査員

　国や県が実施する各種統計調査（国
勢調査・工業統計調査など）の業務をし
ていただく登録調査員を随時募集して
います。
調査に熱意と責任感があり、職務上

知り得た秘密を守れる20歳以上の市内
在住者（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

パソコン講座受講生

　パソコン（ウインドウズビスタ）の使い
方を仲間と一緒に楽しく学びます。
５月９日～平成22年３月20日の土曜日（月

２回、全22回）10:00～12:00 ウェルネス八
日市 市内在住のおおむね60歳以上
ウインドウズビスタが使用できるパソ

コン 先着24人 前期6,000円、後期
5,000円の分割払い ４月15日㈬までに
電話でお申し込みください

長寿福祉課　
　☎0748-24-5645　 050-5801-5645

東近江やまの子キャンプ青年リーダー

　小中学生を対象に行うキャンプのお
手伝いをしていただける青年リーダーを
募集します。★テント設営や野外調理な
どのグループ活動の支援
８月２日㈰～７日㈮※事前研修６回
愛郷の森キャンプ場ほか 高校生以

上でおおむね25歳まで ５月８日㈮まで
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

配食サービス見守り事業の事業者

　ひとり暮らしや高齢者の世帯を対象に
訪問して食事を手渡し、安否や健康状
態を確認していただく事業者を募集しま
す。配達は市内の一部でも可能です。食
事の原材料費は利用者に負担していた
だき、見守り料として訪問一世帯につき
日額280円を市が事業者に支払います。
４月１日～平成22年３月31日
いきいき支援課　

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

通所型介護予防事業所

高齢者の介護予防のための運動プロ
グラムを集団で開催できる事業所（市の
委託事業） ７月～12月※通所形態で
1会場につき週１回の開催（市内７会場）
４月24日㈮まで
いきいき支援課　

　☎0748-24-5641　 050-5801-5641

市男女共同参画社会づくり
市民会議委員

　男女共同参画社会づく
りの諸問題について審議
していただく委員を募集
します。
★任期：５月～平成23年３月
市内在住の20歳以上の人 ６人
４月20日㈪まで。男女共同参画課に設

置、または市ホームページの応募用紙（任
意の用紙でも可）に住所・氏名・性別・電話
番号・ご意見を記入して応募してください。
※郵送、ファクスでも申し込みできます。

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

延命荘趣味教室受講生

教室名 開催日 開始
踊　り 第1・3月曜日 13:30
生け花 第1・3火曜日 9:30
カラオケ 第1・3火曜日 13:30
俳　句 第2火曜日 13:30
書　道 第2・4水曜日 9:30
墨　絵 第2・4水曜日 13:30
ダンス 第1・3木曜日 13:30
民　謡 第2・4木曜日 13:30
大正琴 第1・3火曜日 13:30
楽書会 第1・3木曜日 9:30
詩　吟 第2・4月曜日 14:00
煎茶道 第1・3・4水曜日 13:30
押し花 第1水曜日 9:30

健康スポーツ 第2・4金曜日 9:30
囲碁・将棋 第2・4月曜日 9:30
呼吸法と太極拳 第1・3水曜日 9:30
おおむね60歳以上 随時 材料費
延命荘

　☎0748-22-6000　 050-5801-6000

東近江市の人のうごき
人　口●118,426人 （ー209）

男： 58,639人 （ー114）
女： 59,787人 （ー  95）

世帯数● 40,753世帯（ー115）
※平成21年３月1日現在（ ）内は前月比



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。

広報ひがしおうみ　2009.4.115

●春の全国交通安全運動●

４月６日㈪～15日㈬
　『子どもと高齢者の交通事故防止』
を運動の基本とし、次の項目を重点
に取り組みます。

①すべての座席でのシートベルトと
　チャイルドシートの正しい着用の徹底
②自転車の安全利用の推進
③飲酒運転の根絶
交通政策課　

　☎0748-24-5658 050-5801-5658

犬の登録・狂犬病予防注射

　犬の登録と狂犬病予防注射は、飼い
主の義務です。登録は犬の生涯に一度
で、予防注射は毎年受ける必要があり
ます。登録済みの場合は、登録カード（愛
犬カード）をお持ちください。
接種費用（新規）6,200円、（登録済）3,200円

生活環境課　☎0748-24-5633
050-5801-5633または各支所市民生活課

市民ギャラリー

●如月会展
●菊井栄一　趣味の変

へん

木
ぼく

と茸
きのこ

　４月９日㈭～28日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

介護用品購入助成券の申請

　平成21年度の介護用品購入助成券（お
むつ券、月額3,000円）の申請は、４月１
日㈬からです。対象と思われる人には、
すでに通知させていただきましたが、通
知がない場合でも次の人は対象となりま
す。詳しくは、お問い合わせください。
介護保険の要介護認定区分が「要介

　護１～５」の在宅の人　
長寿福祉課　☎0748-24-5645

050-5801-5645または各支所市民生活課

滋賀県障害者スポーツ大会

陸上競技 ５月24日㈰ 皇子山陸上競
技場（大津市） ４月15日㈬まで
フライングディスク ６月７日㈰ ドラ
ゴンハット（竜王町） ４月30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

大規模小売店舗法による届出の縦覧

　大規模小売店舗立地法に基づき、下
記届出者の書類を縦覧しています。
●名称：（仮称）ミドリ東近江店
　所在地：五個荘北町屋町285番６
★縦覧期間：６月４日㈭まで
★縦覧場所：商工観光課
商工観光課　

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

湖東地区の神
み

輿
こし

写真展示

４月６日㈪～30日㈭※26日は無料開館
200円（小中学生100円）
湖東歴史民俗資料館

　☎0749-45-2188　 050-5802-2188

消費者セミナー

★テーマ「地上デジタル放送について」
★講師：総務省、滋賀県テレビ受信者
支援センター
４月14日㈫13:30～15:30
市役所別館大ホール 先着100人
４月10日㈮まで
消費生活課　

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

市民活動成果発表会

　平成20年度いきいき市民活動事業補
助金を交付した市民活動団体の成果発
表会を開催します。（発表後、21年度募
集の説明会も開催）
４月18日㈯13:30～16：00
市役所別館大ホール
まちづくり推進課

　☎0748-24-5623
　 050-5801-5623

し尿収集業務のお休み（４月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、18日㈯、
19日㈰、25日㈯、26日㈰、29日㈷
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

平成21年度国税専門官採用試験

①昭和55年４月２日～63年４月１日生
②昭和63年４月２日生以降の大卒（見込含）
★一次試験：６月14日㈰
４月14日㈫まで（当日消印有効）

※詳しくは、国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp）でご確認ください。

近江八幡税務署総務課
　　☎0748-33-3141

消費生活啓発員

　市民の消費生活向上のため、市と消
費者とのパイプ役として活動していただ
ける人を募集します。
★主な活動
①出前講座（大型紙芝居、寸劇、朗読劇）
②消費生活チラシの配布
③消費者トラブル防止の活動
①市の養成講座（４～７月開催）に

参加できる人②地域の消費者リーダーと
して活動意欲のある人③消費生活に関
する情報を地域住民に提供できる人
先着100人
４月１日㈬～21日㈫
消費生活課

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

大丈夫ですか、飼い主のマナー
　犬のフンが道路などにあると不衛生
ですので、散歩中は後始末をしましょ
う。また、犬の放し飼いは、かみつく危
険があります。つなぐかオリで飼うよう
にし、散歩中は必ず綱をつけましょう。

地域 実施日（４月）
八日市 14日㈫、15日㈬、16日㈭
永源寺 ７日㈫、８日㈬
五個荘 21日㈫、22日㈬
愛　東 17日㈮
湖　東 17日㈮
能登川 ８日㈬、９日㈭、10日㈮
蒲　生 23日㈭、24日㈮
★会場と時間は自治会回覧・市ホームページ
をご覧いただくか、お問い合わせください。


