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

おはなしタイム　14:30から
　６月６日㈯、13日㈯、20日㈯、27日㈯
ライブラリーシアター　14:00から
　６月７日㈰「ゴースト～ニューヨークの
幻」（127分）、14日㈰「ウルトラセブン～地
球より永遠に」（103分）、21日㈰「哀愁」
（109分）、28日㈰「ドラえもん　のび太
と鉄人兵団」（99 分）
おひざでだっこのおはなし会　10:30から
　６月４日㈭、７月２日㈭
東近江平和祈念展「西村繁男『はらっ
ぱ』原画展」
　６月24日㈬～７月19日㈰
心（くくる）沖縄三線コンサート
　７月４日㈯ 18:30 から

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

おはなしのもり　11:00～11:30
　６月６日㈯、13日㈯、27日㈯
ちっちゃいおはなしのもり
　６月19日㈮ 10:30 ～11:00

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

企画展　東近江の自然  鈴鹿山脈
　６月21日㈰まで
レンタルギャラリー　山田朗作品展
　６月７日㈰まで
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）
キノコ観察会　６月20日㈯13:30～15:30
　 30人（申し込みが必要）

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
　６月９日㈫、23日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　６月10日㈬10:00～11:30
　　 18日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　６月11日㈭10:00～11:45
心と体の栄養補給講座　 300円
　６月18日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　６月24日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

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

Ｔシャツアート
　６月13日㈯９:30～12:00
　 10人（先着順）
　 1,500円
　 Ｔシャツ、ドライヤー
たなばた祭り～折り紙で飾ろう～
　６月20日㈯ 10:00～12:00
　 20人（先着順）
紋きりうちわを作って飾ろう
　７月４日㈯10:00～12:00
　 20人（先着順） 300円
　 のり、はさみ
　 てんびんの里文化学習センター
　 近江商人博物館へ申し込みが必要

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

本町パサージュ2009「アートが街にやってくる」
　あらゆる分野のアー
ティストによる、手作
り作品の展示、販売、
実演など。
　６月13日㈯
　10:00～16:00
八日市本町商店街

　アーケード通り
トールペイント教室展
　八日市まちかど情報館のトールペイン
ト教室の作品展
　６月５日㈮～７月１日㈬
八日市まちかど情報館

６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

１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
１日㈪ 10:00～15:00 湖東支所　1階自治振興室
１日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第三会議室
２日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ　１階相談室
10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）
16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 五個荘福祉センター　２階相談室
26日㈮ ９:30～12:00 市民相談室

登記相談 19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㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）６月３日㈬８:30から

17日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）６月10日㈬８:30から

23日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室※予約受付（定員８人）６月16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 五個荘福祉センター　２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 １日㈪・18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 ７月８日㈬ 10:00～16:00 ７月１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） 10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



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　2009.6.113

木造住宅の無料耐震診断

　昭和56年５月31日以前に着工された
市内の木造住宅に、耐震診断員（建築
士）を派遣する無料耐震診断です。
市内に存在し、居住されている建物で

以下の条件を満たすもの①木造軸組工
法（在来工法）②２階建以下③延べ床面
積300㎡以下④面積の半分を超える部分
を住宅に使用 随時募集 申込書に
建築時期のわかる書類（建築確認済証、
登記済証、固定資産税課税明細書など）
の写しを添えてお申し込みください。

建築指導課
　☎0748-24-5656　 050-5801-5656

さざんか学習講座受講生

キッズストリートダンス基礎講座
　基本のリズム取りから基礎のステップまで
６月21日㈰～平成22年３月７日㈰

11:00～12:00　 小学生　 15人
7,100 円（全８回）

フラワーアレンジメント教室
　「初夏のアレンジ」と「華やかなお正月
用アレンジ」
６月19日㈮、12月25日㈮19:30～21:30
15人 1,400円（全２回）※材料費別途

魅惑のこだわりスイーツ
　プレゼントや、おいしいものが食べた
いあなたに
６月21日㈰、平成22年２月11日㈷10:00から
12人 1回 1,700円※材料費含む

手工芸教室（革工芸＆紙粘土）
　革の財布やバック作り・彩色粘土で作る花飾り
６月20日㈯から、13:30～16:00
15人 5,200円（全８回）※材料費別途
湖東公民館

　☎0749-45-0950　 050-5801-0950

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ボウリング大会
療育手帳をお持ちの人 ７月26日㈰
大津ボウル（大津市） ６月24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

愛知川の愛林作業体験とタケノコイベント

　愛林作業（古竹間伐作業）、タケノコ料
理や野草の天ぷらの試食を行います。
６月７日㈰９:00～12:30
愛知川河川敷広場（阿弥陀堂町地先）
100名（先着順） 300円（当日徴収）
作業のできる服装、帽子、軍手、のこぎ

り、なた、水筒、タオル、雨具、おにぎりなど
住所・氏名・電話番号を記入の上、６

月３日㈬までに郵送またはFAXにて、能
登川支所地域振興課「愛知川河畔林の
会事務局」まで（６月３日必着）

能登川支所地域振興課
　☎0748-42-9913　 050-5801-9913
　FAX 0748-42-6125

滋賀県民体育大会参加者

　本市の代表として参加いただける選
手を募集します。
★種目＝ホッケー、ボクシング、レスリン
グ、セーリング、自転車、ハンドボール、相
撲、馬術、フェンシング、ライフル射撃、カ
ヌー、アーチェリー、空手道、クレー射撃、
なぎなた、ボウリング
６月10日㈬まで（申し込み多数の場合、

予選あり。詳しくはお問い合わせください）
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674
バレーボール（東近江市予選会参加者募集）
６月14日㈰ 五個荘体育館
市内在住者で編成された男女別９人

制（高校生以下除く） ６月10日㈬まで
市バレーボール協会（奥村）

　☎・℻0748-23-2376

  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（６月27日を除く）
おはなしのじかん ６月27日㈯ 14:30から
名画上映会　６月13日㈯ 13:30から
　「幸福（しあわせ）の黄色いハンカチ」
（140分）
こどもえいが会　６月14日㈰14:00から
　「ゆかいな動物たちのちょっぴりおか
しな物語」（60分）

おひざでだっこのおはなし会      11:00から
　６月27日㈯、７月１日㈬
きょうもいい日展
　６月７日㈰まで
街道の民画現代大津絵展
　６月10日㈬～14日㈰
琵琶湖流域のトンボ写真展
　６月16日㈫～28日㈰
私の昆虫と山野草写真の撮り方（写真のお話）
　６月20日㈯14:00～15:00

  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
　６月18日㈭11:00から
クラフトコーキ～切り絵の世界～
　６月10日㈬～６月21日㈰

  五個荘図書館　☎0748-48-2030　　　　　　　　　　       050-5801-2030

おはなし会　毎週土曜日14:00～14:30
おひざでだっこのおはなし会
　６月４日㈭ 10:30～11:00

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

おひざでだっこのおはなし会
　６月６日㈯ 10:30～10:50
おはなし会
　６月13日㈯10:30～11:30
　６月27日㈯10:30～11:10
えほんのじかん　６月20日㈯10:30～11:00
愛東図書館の懇談会
　６月11日㈭19:30～20:30

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

おひざでだっこのおはなし会
　６月３日㈬ 11:00～11:20
こどもえいが会　６月６日㈯ 15:30から
　「とうさんまいご」（31分）
ライブラリーシアター ６月13日㈯14:00から
　「阿弥陀堂だより」（128分）
てんとうむしの紙芝居
　６月13日㈯15:30～16:00　
　「ひもかとおもったら」「ぎゅっとだっこ」
おはなし会　15:30～16:00
　６月20日㈯、27日㈯
2008コトナリエのおもいで写真展
　６月14日㈰まで
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認定長期優良（200年）住宅に
対する固定資産税の減額について

　平成21年６月４日㈭～平成22年３月31
日㈬の間に、「長期優良住宅の普及の
促進に関する法律」に規定する「長期
優良住宅」を新築した場合、新築から
５年度分（中高層耐火建築物の場合は
７年度分）について、税額の２分の１が
減額されます（120㎡相当分まで）。
※控除の適用を受けるには、同法の認定
を受けて建てられたことを証する書類を添
付して資産税課に申告する必要があります。
資産税課

　☎0748-24-5637　 050-5801-5637

ドラゴンカヌー大会参加チーム

★競技方法：ドラゴン艇に10人一組で乗
艇。往復300メートルでタイムを競います。
①親善大会：７月５日㈰②市民大会：

７月19日㈰ 能登川水車とカヌーランド
（伊庭町） ①一般の部は15歳以上（中学
生除く）で性別不問、女性の部は舵取りに
男性１人は可★ほか要件あり②市内の中
学生以上で、原則自治会単位（合同チーム
可） 各大会先着78チーム（①は一般の
部60、女性の部18） ①は６月１日㈪～６
月19日㈮に参加料（１チーム7,000円）を添
えて能登川公民館へ、②は６月５日㈮～
７月３日㈮までにスポーツ課または能登川
公民館へ、それぞれお申し込みください。
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674
　能登川公民館
　☎0748-42-3200　 050-5801-3200

ソフトバレーボール大会参加者

６月28日㈰
①レディースの部（中学生以上の女

性４名）②トリムの部（中学生以上の男
女各２名の計４名）③シルバーの部（40
歳以上の男女各２名の計４名）
計５０チーム（先着順）
１チーム2,000円 ６月18日㈭まで

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

フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

①シェイプヨガ ６/15～８/３毎週月曜 
19:30 ～ 20:30

②ヨガピラティス
６/18～７/30 毎週木曜
Ⓐ 19:00 ～ 20:00
Ⓑ 20:10 ～ 21:10

③スタイルupウォ
ーキング＆ボール
エクササイズ

Ⓐ６/９～７/28毎週火曜
10:00 ～11:00
Ⓑ６/18～７/30毎週木曜
13:30 ～14:30

④ LGスポーツ

Ⓑ６/26～８/７毎週金曜
10:30 ～11:30
Ⓓ６/16～８/４毎週火曜
20:00 ～ 21:00

16歳以上 ①②各先着30人、③各先
着25名、④各先着16名 ①②③ 5,000
円、④ 6,000円 ６月１日㈪ 9:00以降に
受講料を添えて申し込んでください（電話
不可、返金不可、お子様連れの受講不可）

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

手話講座入門課程

７月７日㈫～12月１日㈫の毎週火曜日
19:00～21:00　全23回（７月７日は18:30
開始、8/11、9/22、10/6、11/3は休講、
10/7のみ水曜日開講）
東近江市役所別館　中ホール
市民または市内在勤、在学（高校生

以上）などで手話の学習経験がない人、
または手話学習経験が概ね１年未満の
人でいずれも全課程を履修できる人。
無料（教材などは自己負担）
往復はがきに①氏名（ふりがな）②住

所③連絡先（電話/FAX）④職業⑤手話
学習歴（活動内容と年数）⑥受講動機を
記入して、６月20日㈯までに、〒527-0033
東近江市東沖野５丁目33－９　東近江市
聴覚障害者協会　祐耆明人さんまで
上記協会　℻0748-24-1015　または

　障害福祉課　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640　℻0748-24-1052

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～11,900円 24,000円～35,700円

ひばり丘（ひばり丘町）２戸 中層耐火３・４階建 ２LDK 20,700円～32,800円 62,100円～98,400円

ひばり丘（※１） ５戸 中層耐火３階建 ２LDK 23,000円～34,300円 69,000円～102,900円

松原（山上町） １戸 中層耐火４階建 ３LDK 22,800円～34,000円 68,400円～102,000円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ３DK 14,300円～21,300円 42,900円～63,900円

（※１）準特定優良賃貸住宅（公営型）
★入居可能日＝平成21年７月15日㈬以降※入居可能日から家賃が必要
６月15日㈪～22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。

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

職　種 募集人数 受験資格
上級事務職 ８人程度

●昭和57年４月２日から昭和63年4月１日生
上級技術職（土木） １人程度

上級技術職（建築） １人程度
●昭和50年４月２日から昭和59年4月１日生
●１級建築士または建築基準適合判定資格者

幼稚園教諭・
保育士

７人程度
●昭和57年４月２日から平成２年4月１日生
●幼稚園教諭免許および保育士資格を有する人、また
　は平成22年３月末までに取得が確実な人

図書館司書 １人程度
●昭和57年４月２日から平成２年4月１日生
●司書資格を有する人、または平成22年３月末までに
　取得が確実な人

保健師 １人程度
●昭和57年４月２日以降に生まれた人で、保健師の資格
　を有する人、または保健師を養成する学校を平成22
　年３月卒業見込みで、保健師資格を取得見込みの人

★申込期間＝６月15日㈪まで★試験日＝７月26日㈰★試験会場＝びわこ学院大学★申込
用紙は職員課または各支所地域振興課に請求してください。詳細は、お問い合わせください。

市職員採用試験（平成22年４月１日採用）
　 職員課　☎0748-24-5601　 050-5801-5601



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　2009.6.115

子どもの人権１１０番

　いじめ、体罰、虐待など、子どもの人権
にかかわる問題について、人権擁護委員・
法務局職員が臨時電話で相談を受けます。
相談電話番号　0120-007-110
６月29日㈪～７月３日㈮８:30 ～19:00

　６月28日㈰、７月４日㈯10:00 ～17:00
大津地方法務局人権擁護課

　☎077-522-4673

６月１日～７日は水道週間です

おいしいね この水未来に いつまでも

　水は限りある資源。節水はもちろん、配
管途中の漏水についてもご確認ください。
漏水はすべての蛇
口を閉め、水道メー
ターを確認します。
銀色のパイロット指
針（写真①）が動い
ていれば漏水の状
態です。宅内修繕は、市指定給水装置工
事事業者にご依頼ください。
水道課
　☎0748-22-2061　 050-5801-2061

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。

上平木町、平田町、蛇溝町、
瓜生津町、寺町、御園町

トイレの水洗化は３年以内に
　くみとり式便所は供用開始から３年以内
の水洗化が義務付けられます。排水設備工
事は、市指定の工事店に申し込んでください。
◎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
度があります。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

能登川清掃センターの休業日

　機械点検修理のため６月11日㈭～16
日㈫の間休業します。期間中は、粗大
ごみ・不燃ごみなどの搬入ができません。
　なお、６月21日㈰、11月29日㈰、12月
28日㈪が振替開業日となります。
廃棄物対策課

　☎0748-24-5636　 050-5801-5636

スズメバチの巣は早期の駆除を

　コガタスズメバチは、６月ごろに軒下
や庭木などに巣を作り、不注意に近づ
いたり振動を与えたりすると刺されるこ
とがあります。また巣の放置は近隣の
住民にも被害を及ぼす恐れがあります。
スズメバチの巣は、素人での駆除は危
険です。巣のある場所を所有している人
は、専門業者に依頼して駆除してくださ
るようお願いします。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

し尿収集業務のお休み（６月）

八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生地域
６日㈯、７日㈰、13日㈯、14日㈰、20日㈯、
21日㈰、27日㈯、28日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

児童手当の「現況届」は６月中に

　現在、児童手当を受けている人は「現況届」
の提出をお願いします。これは、６月１日現在
の状況を届出いただき、引き続き資格要件があ
るかを確認するためのもので、届出のない場合
は６月分以降の支給が停止するため忘れず提出
してください。詳しくは案内通知をご覧ください。
受付期間　６月１日㈪～30日㈫８:30～17:15
（土・日は除く）　毎週木曜日は19:00まで
◆６月10日㈬は児童手当の支給日です
　金融機関によって振込みの時間が異なります。
こども家庭課
　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

経済センサス基礎調査

市内の事業所および企業の皆様へ
　平成 21年経済センサス基礎調査を７
月１日現在で行います。調査の実施に
あたっては、６月中旬から７月上旬にか
けて調査員がお伺いします。なお、調
査票に記入していただいた内容について
は、統計法に基づき秘密が厳守されま
すので、正確なご記入をお願いします。
企画課　

　☎ 0748-24-5610　 050-5801-5610

市民ギャラリー

●スズカフォトクラブ写真展
●高木節子　石粉粘土作品展
６月11日㈭～30日㈫ 市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

東近江市の人のうごき
人　口●118,144人 （ー  40）

男： 58,452人 （＋    1）
女： 59,692人 （ー  41）

世帯数● 40,748世帯（＋  71）
※平成21年５月1日現在（ ）内は前月比

情報公開・個人情報保護制度の運用状況（20年度）   総務課 ☎0748-24-5600　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 050-5801-5600
◇情報公開制度　　　　　　　　　　（単位：件）

実施機関 公開請求
の件数

決　定　区　分

公開 部分
公開 非公開 文書

不存在
市　長 35 10 20 0 ５
議会事務局 1 1 0 0 0
農業委員会 4 2 2 0 0
合　計 40 13 22 0 5

◇個人情報保護制度　（単位：件）

実施機関 開示請求
の件数

個人情報
取扱事務
登録数

市　長 0 942
教育委員会 0 362
その他 0  56
合　計 0 1,360

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
◎市議会生中継（６月定例会）
　※詳しくは番組表をご覧ください。
◎新たな自然共生社会への変革①
　６月22日㈪～６月29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

❶


