
※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　2009.5.1 12

　６月６日㈯10:00～15:00
　 五個荘公民館 400円 20人
　 近江商人博物館へ申し込みが必要
アロマな暮らしを楽しむ　シャワーコロン
　アロマの効能を学び、アロマ作りを体験。
　 ６月27日㈯13:30～15:30 2,000円
　（ハーブティー、ハンドトリートメント付）
　 15人（申し込みが必要）

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

メダカ探検隊
　５月10日㈰13:30～15:30
　 30人（申し込みが必要）
企画展　東近江の自然  鈴鹿山脈
　５月27日㈬～６月21日㈰
ホタル観察会（日程変更の場合あり）
　６月６日㈯19:30～20:30
　 30人（申し込みが必要）

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

～こころ動く名作シアター１～おくりびと
　 ７月５日㈰14:00開演
　 前売り600円、当日700円
　　５月２日㈯10:00から友の会先行予約
　　５月９日㈯10:00から一般発売

 西堀榮三郎記念探検の殿堂   ☎0749-45-0011　　　　　　　　　　　　　　　 050-5802-2291

春季企画展　世界をめぐる紋切り～ペ
ンギンお姉さん地球１周の旅～
　船で地球を１周した荒井庸子さんが世
界の生活文化を写真と紋切りで紹介。
　 ６月21日㈰まで
　 300円（小中学生150円）

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
　５月12日㈫、26日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　５月13日㈬10:00～11:30
　　 28日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　５月14日㈭10:00～11:45
女性の心と体の栄養補給講座 300円
　５月21日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　５月27日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

５月の主な市民相談　 ＊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

12日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
14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
19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
20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㈬ 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　
22日㈮ ９:30～12:00 市民相談室

登記相談 15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

13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）５月７日㈭８:30から

20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）５月13日㈬８:30から

26日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ｂ会議室※予約受付（定員８人）５月19日㈫８:30から

合同行政相談 19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。

12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㈫、６月１日㈪ 13:00～16:00 市役所　２C会議室
13日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
14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
15日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室

20日㈬、６月１日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　1階自治振興室

６月１日㈪

９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
９:00～12:00 五個荘支所　１階会議室
９:00～15:00 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
９:00～16:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
９:00～16:00 蒲生支所　２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 11日㈪・21日㈭
６月１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 ６月３日㈬ 10:00～16:00 ５月27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） 13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 ９:00～16:00 消費生活センター（消費生活課内）相談専用電話　☎0748-24-5659

　愛東地区の自然環境、古代、中世、近世、美
術、建築をまとめた「愛東の歴史第２巻本文編」
（約700ページ）を刊行しました。 4,000円
市史編

へん

纂
さん

室　☎0748-42-5031
                        050-5801-5011

東近江市史を刊行



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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勤労青少年ホーム講座受講生

講座名 日時 費用

書　道 第１･３水曜日
18:30～20:30

4,000円
※別途材料費

お菓子とパン 第１･３木曜日
18:30～20:30

4,000円
※別途材料費

料　理 第２火曜日
18:30～20:30

4,000円
※別途材料費

トールペインティング 第１･３火曜日
18:30～20:30

4,000円
※別途材料費

シェイプアップウォーキング 第２･４木曜日10:00～11:00 6,000円
フラダンス 
（女性対象）

第１･３金曜日
13:30～14:30 6,000円

ヨ　ガ 第２･４火曜日
13:30～14:30 6,000円

パソコンCAD
（若年者対象）

毎週水曜日
19:00～21:00 18,000円

期間：６～９月（８回、料理は５回、パソコ
ンＣＡＤは15回） おおむね35歳までの
勤労者 ５月１日㈮以降（費用、材料費
を添えて）

勤労青少年ホーム
　☎ 0748-22-1288　 050-5801-1139

延命荘しゃんしゃんカレッジ受講生

６月23日㈫
9:30から

陶芸教室（水茎焼）
1,800円

７月28日㈫
9:30から

カルシウムが豊富な料理教室
1,000円

８月25日㈫
9:30から

七宝焼ブローチ作り
1,500円

10月２日㈮ 県内での館外研修
4,000円程度

11月６日㈮
9:30から

アロマハンドクリーム作り、ハー
ブティータイム 1,700円

12月８日㈫
9:30から

正月用寄せ植えバスケッ
ト作り 3,000円

おおむね60歳以上 30人程度
延命荘　☎0748-22-6000

　　　　　 050-5801-6000

春季バレーボール大会参加者

５月17日㈰ 布引運動公園体育館
一般男女別９人制（高校生以下除く）
１チーム2,000円
５月８日㈮まで
市バレーボール協会（奥村）

　☎0748-23-2376

弓道教室受講者

６月20日～９月５日の毎週土曜日19:00
～21:00 布引運動公園弓道場
高校生以上 5,000円
先着12人 ６月13日㈯まで
東近江弓道協会（佐藤）

　☎0748-22-5557

  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（５月23日を除く）
名画上映会　５月９日㈯ 13:30から
　「パリの恋人」（103分）
こどもえいが会　14:00から
　５月10日㈰「かいじゅうたちのいるとこ
ろ」（34分）、24日㈰「ダンボ」（64分）
おひざでだっこのおはなし会      11:00から
　５月23日㈯、６月３日㈬
おはなしのじかん ５月23日㈯ 14:30から
クラフトコーキ～切り絵の世界～　
　５月８日㈮～12日㈫
姉妹都市マーケット市の訪問報告、絵画展
　５月14日㈭～24日㈰
※５月５日㈷は、10:00から17:00まで子
ども読書週間のため、特別開館します。

  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
　５月21日㈭11:00から
永源寺ものづくり展
　５月９日㈯～６月７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
　５月７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
　５月２日㈯ 10:30～10:50
おはなし会　10:30から
　５月９日㈯10:30～11:30

　　 23日㈯10:30～11:10
えほんのじかん 
　５月16日㈯10:30～11:00

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

こどもえいが会　５月２日㈯ 15:30から
　「ぼくは王さま」（20分）
ライブラリーシアター ５月９日㈯14:00から
　「明るいほうへ明るいほうへ～童謡
詩人　金子みす ～ゞ」（120分）
てんとうむしの紙芝居
　５月９日㈯15:30～16:00　
　「はがいたいほねほねマン」「ゴロゴ
ロゴロン」
おひざでだっこのおはなし会
　５月13日㈬ 11:00から
おはなし会　15:30～16:00
　５月16日㈯、23日㈯、30日㈯

  能登川図書館　☎0748-42-7007　　　　　　　　　　        050-5801-7007

おはなしタイム　14:30から
　５月２日㈯、９日㈯、23日㈯、30日㈯
ライブラリーシアター　14:00から
　５月３日㈰「フランダースの犬」（103分）、
17日㈰「ラヂオの時間」（104分）、24日㈰
「ゴジラ」（103分）
とりいしん平さんのブックトーク　
　５月10日㈰ 14:00から
おひざでだっこのおはなし会　
　５月14日㈭ 10:30から
ぴょんぴょんかえるを作ろう
　５月16日㈯ 14:00から（申し込みが必要）
　 小学生以上 20人

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

おはなしの森　11:00から
　５月２日㈯、９日㈯、23日㈯
ちっちゃいおはなしの森　
　５月15日㈮ 10:30から
ブライアン・ウィリアムズ湖国の絵画展
　５月７日㈭～21日㈭

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

丹羽貴子日本画展  ギャラリートーク
　５月３日㈰13:30から　
　 200円（小中学生100円）
草木染め体験
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（仮称）発達支援センターの工事

　市では、ふれあいビレッジ内（八日市
上之町）に（仮称）発達支援センターの
整備を進めています。９月末までの工事
期間中、工事車両の往来などご迷惑を
おかけしますが、ご理解とご協力をお
願いいたします。
発達支援センター　☎0748-24-5696

「ごみゼロ大作戦」の開催

　東近江市さわやか環境づくり協議会と
美しい湖国をつくる会が主催し、八日市
大凧まつり会場周辺のごみを拾います。
５月24日㈰9:00～10:30（小雨決行）
愛知川河川敷（八千代橋付近）
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

し尿収集業務のお休み（５月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
２日㈯、３日㈰、４日㈷、５日㈷、６日㉁、
９日㈯、10日㈰、16日㈯、17日㈰、23日㈯、
24日㈰、30日㈯、31日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

消費者セミナー

腹話術で悪質商法退治
★講師：全国消費生活相談員協会　田
坂圭子さん
※消費生活啓発員養成講座と同時開催
５月28日㈭13:30～15:30
市役所別館大ホール
先着50人　 ５月26日㈫まで
消費生活課　

　☎ 0748-24-5619　 050-5801-5635

こどもまつり「みんなともだち東近江っ子」

　市内８つの児童館合同のおまつりで
す。小中学生が企画する遊びのコーナ
ーや食べ物コーナーなどで楽しめます。
５月23日㈯12:00～15:30※チケット販

売は11:30から 五個荘中央公園（雨天：
五個荘福祉センター）
あかね児童館

　☎0748-22-6641　 050-5801-6641

５月は「赤十字運動月間」

　日本赤十字社は、災害救護や血液事
業、国際活動など幅広い活動をしてい
ますが、みなさんの温かい心で活動は
支えられています。みなさんの活動資金
へのご協力をお願いいたします。
社会福祉課

　☎0748-24-5644　 050-5801-5644

春の箕
みつくりやま

作山ハイキング参加者

５月17日㈰10:00出発 14:30解散予定
★コース：八日市駅→清水川散歩道→新
八日市駅舎→太郎坊宮お田植え大祭→
箕作山、小脇山の眺望→岩戸山十三仏
先着100人（要申し込み） 500円
清水・小脇街づくり委員会

　谷口さんまで（☎080-5316-4805）
まちづくり推進課　

　☎0748-24-5623　 050-5801-5623

名神集中工事（本市関係）

東名・春日井IC～名神・豊中 IC上下線
の昼夜連続車線規制
５月11日㈪５:00～23日㈯６:00
竜王IC出口の夜間閉鎖　※雨天順延
５月15日㈮～17日㈰各日20:00～翌６:00
八日市 IC出口の夜間閉鎖　※雨天順延
５月19日㈫、20日㈬各日20:00～翌６:00
西日本高速道路㈱　☎ 0120-87-1620

　（工事期間中は24時間対応）

東近江よかよかまつり

　ステージ発表、作業所製品の展示、
バザーなどを通して、地域の人と障がい
のある人との交流の場として開催します。
５月16日㈯10:00～15:00
あかね文化ホール
障害福祉課

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

（仮称）マニフェスト行動計画策定委員会委員

　市長が提言したマニフェストを市の施
策として実施するため（仮称）マニフェ
スト行動計画策定委員会を設置します。
まちづくりに積極的に関心を持ち、希望
都市の実現に向けて審議いただける委
員を募集します。

企画課
　☎0748-24-5610　 050-5801-5610

滋賀県障害者スポーツ大会

スペシャルスポーツカーニバル
療育手帳をお持ちの人
７月４日㈯　 長浜ドーム
６月３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

　   市民大学受講生 　  生涯学習課 ☎0748-24-5672　 050-5801-5672

開催日 講　　　師

６月２日㈫ 先端医療振興財団理事長、元京都大学総長　　　　井村　裕夫さん

６月16日㈫ お茶の水女子大学理学部教授、理学博士　　　　    藤原　正彦さん

７月１日㈬ 作家、真言宗僧侶　　　　　　　　　　　　　　　家田　荘子さん

７月14日㈫ 元NHKアナウンサー　　　　　　　　　　　　　　宮川　泰夫さん

８月21日㈮ 前宮城県知事、慶應義塾大学総合政策学部教授　　浅野　史郎さん

９月３日㈭ NPO法人「難民を助ける会」名誉会員、常任理事　柳瀬　房子さん

９月18日㈮ 滋賀県立琵琶湖博物館館長、京都大学名誉教授　　川那部浩哉さん

10月21日㈬ 演出家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　亜門さん

※演題・時間など詳しくは、申し込み先に設置の募集要項をご覧ください。
八日市文化芸術会館 市内在住または在勤・在学者6,000円、ほかは8,000円

※１講座のみの聴講は2,000円★市内在住または在学の高校生を各講座先着20
人、無料で招待 生涯学習課、各地区公民館・コミュニティセンター、八日市文化芸
術会館、てんびんの里文化学習センターまで



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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東近江ケーブルテレビ（特別番組）
◎八日市大凧まつり（生中継）
　５月31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

犬の登録・狂犬病予防注射

対象地域 実施日（５月）愛　東 12日㈫
八日市 13日㈬ 湖　東 21日㈭
永源寺 19日㈫ 能登川 15日㈮
五個荘 20日㈬ 蒲　生 14日㈭

★会場と時間は、自治会回覧または市
ホームページをご覧ください。
新規＝6,200円（注射含む）、登録済（登

録カードをお持ちください）＝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

各種スポーツ大会出場者激励金

県外で開催の全国規模以上のスポーツ
大会に予選会などを経て出場される選手
大会の1か月前までに申請してくださ

い（年度内に一人１回）。対象の大会や金
額などは、お問い合わせください。

スポーツ課
　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

公共下水道で快適な生活を

　新たに次の各町の一部区域で、公共
下水道が使用できるようになりました。

神郷町、種町、北須田町、
南須田町、きぬがさ町

トイレの水洗化は３年以内に
　公共下水道が整備されると、くみとり
式便所は３年以内の水洗化が義務付け
られます。排水設備工事は、市指定の
工事店に限られます。工事内容や費用
は、工事店にご相談ください。工事店
の一覧表は下水道課、市民課、建築指
導課に備えています。
◎水洗便所改造資金融資制度
　公共下水道に接続するための融資制
度が、供用開始から３年を過ぎた地域
でもご利用いただけるようになりまし
た。詳しくは、下水道課、市内の金融
機関にお問い合わせください。
下水道課

　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

地下水（井戸水）の使用

　県内地下水質の調査の結果、市内で
は自然の地質などが原因の「ヒ素」、ま
た有機塩素系化合物の「トリクロロエ
チレン」が検出されたところがあります。
地下水は飲み水としての使用は避け、
使用が必要な場合は東近江環境・総合
事務所（☎ 0748-22-7758）または生活
環境課にご相談ください。
生活環境課

　☎0748-24-5633
　 050-5801-5633

市民ギャラリー

●和田清子　花結び
●東近江市民ギャラリー運営委員作品展１
　５月１日㈮～19日㈫
●田中蓉子　押し花額絵
●東近江市民ギャラリー運営委員作品展２
　５月21日㈭～６月９日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672
　 050-5801-5672

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は基本
的人権が侵されることのないよう、人権
の相談活動などをしています。６月１日に
は特設人権相談を開設します（詳しくは、
12ページをご覧ください）。
氏　名 住　所 電話番号
山邊　禮子 上羽田町 0748-23-3416
梅原　崇雄 建部日吉町 0748-22-4898
日永　清惠 大森町 0748-23-4192
山田　幸平 中小路町 0748-22-3019
山岡　智恢 小脇町 0748-22-1668
山中多美枝 聖徳町 0748-22-6361
山川平兵衛 山上町 0748-27-0883
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
大角　和子 五個荘小幡町 0748-48-2547
福本　克己 五個荘三俣町 0748-48-2777
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
植田　恒子 愛東外町 0749-46-1738
福永　林子 下中野町 0749-46-0454
中澤日出司 池庄町 0749-45-0491
島村　俊一 中一色町 0749-45-1992
磯部　和子 中里町 0749-45-1082
山本　　均 能登川町 0748-42-2957
廣瀬　榮子 種町 0748-42-9560
浅井　利温 佐野町 0748-42-5461
東澤　きみ 佐生町 0748-42-1661
西村いよ子 下麻生町 0748-55-0763
嶋村　愼一 鋳物師町 0748-55-0926
奥野　秀雄 宮川町 0748-55-1230

人権政策課　
　☎0748-24-5620　 050-5801-5620

ひがしおうみエコフリーマーケット
開催と出店者募集

５月17日㈰10:00～15:00（雨天中止）
市役所駐車場
５月９日㈯ 10:00から、八日市まち

かど情報館まで（八日市本町13－６☎
0748-23-4528）
※電話申込不可、販売を仕事にしてい
る人は出店不可
先着80区画（一人１区画のみ）
500円（申込時前払い、返金なし）

★出品＝家庭不用品や環境を考えて手作
りしたもの※食料品や合成洗剤は不可
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

東近江市の人のうごき
人　口●118,184人 （ー242）

男： 58,451人 （ー188）
女： 59,733人 （ー  54）

世帯数● 40,677世帯（ー  76）
※平成21年４月1日現在（ ）内は前月比

河辺いきものの森
ネイチャーセンター休館日
　５月２日～７日の間は、４日㈷・７日
㈭のみが休館です。
河辺いきものの森　

　☎0748-20-5211　 050-5801-5211


