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　８月７日㈮10:30～11:00
工作会「作ってみよう！　くるくる劇場」
　８月７日㈮14:00から
　 15人（申し込みが必要）

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

企画展「東近江の鎮守の森」
　８月30日㈰まで　10:00～18:00
スズムシお分け会
（申し込みが必要）
　スズムシの生態につい
ての学習後、博物館で
飼育しているスズムシをお分けします。
　８月９日㈰ 13:30～14:30
　 30組（１家族に数匹ずつ）
レンタルギャラリー学校エコ活動巡回展
　県内の学校でのエコ活動を紹介
　８月12日㈬～23日㈰　10:00～18:00
企画展「～雪野山古墳発掘20周年記念～
東近江の古墳時代」
　市内の古墳時代の様子を遺跡や出土
品から紹介します。
　９月２日㈬～27日㈰　10:00～18:00
レンタルギャラリーシャドーボックス展
　市内で活動されているサークルの作品展
　９月３日㈭～16日㈬　10:00～18:00

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

LAKE　BIWA　JAZZ　LIVE　2009
　出演＝中井勉カルテット、スペシャル
　ゲスト：Dr.田井中福司（東近江市出身）
　８月22日㈯ 18:30 から
　 一般2,500円、18歳以下1,500円
　　※当日500円増（全席自由）
　　※３歳未満のお子さまのご入場はご
　　　遠慮ください。
てんびんの里カラオケ大会出場者募集
　８月30日㈰12:30 から（入場無料）
　 市内在住の人　 60人（先着順）
　 ８月１日㈯～15日㈯に、出場料
　　1,500円を添えて申し込んでください。

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

夏季企画展「博物館のツボ～収蔵資料
の秘蔵っ子紹介展」
　８月23日㈰まで
　 200円（小中学生100円）
　 近江商人博物館特別展示室

アロマな暮らしを楽しむ
～オリジナルキャンドル作り～
　８月29日㈯ 13:30～15:30
　 2,000円（材料費）
　 15人（申し込み必要。先着順）
　 てんびんの里文化学習センターAVルーム

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

人形劇を楽しむシリーズ「ぽっぽ」
　８月１日㈯11:00～12:00（入場無料）
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　８月５日㈬10:00～11:30
　　27日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道（エレキ大正琴） 400円
　８月６日㈭10:00～11:45
ネイチャークラフトをつくろう！

　８月４日㈫９:30～11:30　 600円（材料費）
火曜の午後は太極拳で　 300円
　８月11日㈫・25日㈫13:30～15:00
社会風刺コント集団　ザ・ニュースペーパー
　８月15日㈯16:00 開演（全席指定）
　 前売り3,000円、当日3,500円
心と体の栄養補給講座　 300円
　８月20日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　８月26日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

八日市まちかど情報館　☎0748-23-4528

秋桜習字教室作品展
　習字教室の子どもたちの作品展
　８月５日㈬～９月５日㈯

８月の主な市民相談業務　 市民相談室（本庁）　☎ 0748-24-5616（直通）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5616
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。

３日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第三会議室
４日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
12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）
13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
18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
19日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
21日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
28日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１Ａ会議室

登記相談 21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　
　予約してくだ
　さい。

12日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）８月５日㈬８:30から
19日㈬ 13:00～16:00 湖東支所　1階自治振興室※予約受付（定員６人）８月12日㈬８:30から
25日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）８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。

11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 永源寺支所政所出張所
12日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
13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
18日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ会議室
21日㈮ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
21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日㈪・13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 ９月２日㈬ 10:00～16:00 ８月26日㈬までに予約が必要滋賀社会保険事務局　☎0749-23-5489
介護者の悩み相談
（ミモリの会） 26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
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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。

第５回東近江市美術展覧会出展作品

★部門＝日本画、洋画、彫刻彫塑、美
術工芸、書、写真
市内在住者、在勤、在学者および次の

郡市（近江八幡、蒲生、愛知、犬上、彦根）
の在住者（ただし、中学生以下は除く）
各公民館、コミュニティセンターに設

置の募集要項をご覧ください。
★そのほか＝搬入日：10月23日㈮、24日
㈯、会期：第１期（洋画、彫刻彫塑、書）
10月28日㈬～11月１日㈰、第２期（日本
画、美術工芸、写真）11月４日㈬～11月
８日㈰、場所：八日市文化芸術会館
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

平成21年度蒲生野短歌会作品

★募集内容＝かつての万葉ロマンに思
いをはせた作品や、恋愛をテーマに詠

うた

った作品を中心にみなさんのさまざまな
思いをのせた短歌を募集します。
★応募資格＝一般の部：不問、小学生
の部：小学生、中学生の部：中学生、
高校生の部：高校生
９月11日㈮必着。400字詰め原稿用

紙（縦書き）の右半分に作品２首（１首
での応募可）、左半分に郵便番号、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
を楷書で明記し、出詠料を添えて、〒
527-8527 東近江市八日市緑町10番５
号　東近江市教育委員会生涯学習課内
「蒲生野短歌会」事務局まで郵送。
２首１組1,000円（郵便小為替または

現金書留）※１首でも1,000円。ただし、
小・中・高校生は無料で、参加賞あり。

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

介護者のつどい

★内容＝催しと食事会　 10月20日㈫
11:00～14:30　 八日市ロイヤルホテル
市内在住の要介護認定者（要介護認

定２以上）の人を在宅で介護している家
族（１世帯あたり１人）　 先着150人　
1,000円　 ９月30日㈬まで
いきいき支援課　☎0748-24-5641

　 050-5801-5641または各支所市民生活課

  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（１日、22日を除く）
おはなしのじかん　８月22日㈯14:30から
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　８月５日㈬、22日㈯、９月２日㈬
田島征彦講演会　８月１日㈯13:30から
國森康弘写真展「てのひらの命のとも
しび～紛争地の子どもたちと沖縄戦の
兵隊さん」　８月５日㈬～８月30日㈰

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

おはなし会
　毎週土曜日（22日は除く）11:00から
おひざでだっこのおはなし会
　８月20日㈭ 11:00 から
西村繁男「はらっぱ」絵本原画展
　８月９日㈰まで
子ども向け講演会「こちら110番動物園
～すてられた命を救うおまわりさんの
おはなし～」（申し込み必要）
　永源寺地域で110番動物園を開き、捨て
られた動物の保護や飼育をし
ている有城覚さんのお話。
　８月９日㈰ 13:30～15:00
夏休みこども工作会
　８月22日㈯10:30～11:30
　 先着20人（申し込み必要）

  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
　８月６日㈭ 10:30～11:00
夏休みこどもえいが会

　８月７日㈮10:30から
　「ドラミちゃん　アララ少年山賊団！」（40分）

  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
　８月２日㈰「ドラえもん　のび太の魔界
大冒険」（114分）、９日㈰「風の谷のナウシ
カ」（116分）、16日㈰「アメリカ物語」（80分）
おはなしタイム　毎週土曜日14:30から
おひざでだっこのおはなし会
　８月６日㈭　10:30から
おはなしポッケのおはなし会スペシャル
「夏だ。絵本だ。全員集合！」
　８月21日㈮　①10:30から　②11:15から

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

おひざでだっこのおはなし会
　８月１日㈯10:30～10:50
おはなし会　８月８日㈯ 10:30～11:30
えほんのじかん 　８月15日㈯10:30～11:00
臨時休館のお知らせ
　８月17日㈪～９月１日㈫
　子どもの育ちを支える図書館をめざし、
棚の移動作業などを行うため休館します。

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

こどもえいが会　８月１日㈯14:00から
　「千と千尋の神隠し」（124分）
おひざでだっこのおはなし会
　８月５日㈬ 11:00～11:20
ライブラリーシアター　14:00から
　８月８日㈯「明日への遺言」（110 分）
てんとうむしの紙芝居
　８月８日㈯15:30～16:00
　「さらやしきのおきく」ほか
おはなし会　15:30～16:00
　８月15日㈯、22日㈯、29日㈯
光る星座パネルをつくろう
　８月９日㈰14:00～16:00
　 40人（申し込み必要）
天究館友の会天体写真展
　８月１日㈯～８月21日㈮

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

おはなしのもり　11:00～11:30
　８月１日㈯、８日㈯、22日㈯
ちっちゃいおはなしのもり

東近江市の人のうごき
人　口●118,078人 （ー   ２）

男： 58,387人 （ー  15）
女： 59,691人 （＋  13）

世帯数● 40,758世帯（＋  23）
※平成21年７月1日現在（ ）内は前月比
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手話通訳者の健康を守るための学習会

　手話通訳者が、健康で活動を続ける
ために必要なことについて学習します。
◆講師＝北原照代（滋賀医科大学）
８月29日㈯10:15～12:30 蒲生公民館
市登録手話通訳者、手話通訳を利用中

または利用予定の市内在住の聴覚障害者
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052

布引運動公園フィットネス講座受講生

講座名 開催日時

ヨガピラティス
各先着30人
5,000円

８/20～10/８（毎週木曜）
　Ⓐ 19:00～20:00
　Ⓑ 20:15～21:15

スタイルupウォ
ーキング＆ボー
ルエクササイズ
先着25人
5,000円

８/20～10/８（毎週木曜）
　Ⓑ13:30～14:30

ＬＧスポーツ
各先着16人
6,000円

８/21～10/16（毎週金曜）
　Ⓐ９:30～10:30
　Ⓑ 10:40～11:40

８/18～10/20（毎週火曜）
　Ⓒ 19:00～20:00
　Ⓓ 20:10～21:10

16歳以上 ８月１日㈯９:00 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

市民体育大会参加者

★水泳　 ９月13日㈰９:40から
布引運動公園プール ９月７日㈪まで
スポーツ課

　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

滋賀県警察官（平成22年度採用）

　滋賀県警察官（Ｂ・高卒程度）採用試験
★採用予定人数＝男性Ｂ：13人程度、女
性Ｂ＝５人程度　※四年生大学を卒業ま
たは卒業見込みの人は受験できません。
　詳しくは、ホームページ（http://www.
pref.shiga.jp/police/）をご確認ください。
滋賀県警察本部警務課採用係

　☎ 0120-204-314（フリーダイヤル）

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、地域で子育てを支援しています。
会員になるには、講座の受講が必要です。
８月26日㈬
10:00～14:30

・オリエンテーション・子
どもの食事・楽しいな絵本

８月27日㈭
10:00～16:00

・楽しくあそぼう
・救急救命講習

８月28日㈮
10:00～15:00

・子どもの体の発達と健康
・子どもの心の発達

①依頼会員になりたい人＝26日のみ受講
②協力会員または両方会員になりたい人
　＝３日間すべて受講
ウェルネス八日市 ８月21日㈮まで 
ファミリー・サポート・センター

　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

能登川墓地公園利用者

★所在地＝佐野町字山面
★募集区画＝８区画（１区画2.52㎡）
市内に住所または本籍地がある世帯主

または戸籍筆頭者　 永代使用料25万
円と管理料（５年分）7,500円　
申込書に住民票抄本（外国人は外国

人登録証明書、市外にお住まいの人は
東近江市に本籍があることを証するもの）
を添えて、９月７日㈪～18日㈮（土・日を
除く）８:30～17:15に申し込んでください。
※利用者と区画は抽選で決定します。抽
選会の日程は申請された人に連絡します。

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633
　または能登川支所市民生活課
　☎ 0748-42-9912　 050-5801-9912

バレーボールカーニバル参加チーム

★部門＝男女混合９人制
９月13日㈰９:00 から
布引体育館　 １チーム2,000円
８月20日㈭まで（先着24チーム）
東近江市バレーボール協会（奥村）

　☎・℻0748-23-2376

日本女性会議2009さかい参加者

テーマ　山の動く日きたる～ジェンダー
平等の宇宙（そら）へ～
　男女共同参画社会の実現をめざし、毎
年開催されています。市では参加者に費
用の一部を助成します。詳しくはお問い
合わせください。 10月30日㈮、31日㈯
堺市民会館（大阪府堺市）ほか
８月14日㈮まで
４人（多数の場

合は選考）
男女共同参画課

　☎0748-24-5624　 050-5801-5624

世界のうたまつり参加者

　東近江国際交流協会では、世界各国
の歌や楽器演奏を披露していただける
人を募集します。また、催しの当日、観
客として参加いただける人も募集します。
８月30日㈰ 18:00～20:00
風物時代館・太子ホール（八日市町）
８月10日㈪まで
企画課

　☎0748-24-5610
　 050-5801-5610

職　種 募集人数 受験資格
初級事務職 １人程度 昭和63年４月２日から平成４年４月１日生
★申込期間＝８月17日㈪まで★第１次試験日＝９月20日㈰★試験会場＝市役所別館★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。

◎東近江行政組合職員採用試験（平成22年度採用）
東近江行政組合総括管理課　☎0748-22-7620

職　種 募集人数 受験資格
消防職（初級） ７人程度 昭和59年４月２日から平成４年４月１日生、ほかの要件あり
★申込期間＝８月21日㈮まで★試験日＝９月20日㈰★試験会場＝東近江行政組合八日
市消防署（東今崎町）★申込用紙は東近江行政組合総括管理課、管内各消防署、消
防出張所に備えています。

◎市職員採用試験（平成22年度採用）
　 職員課　☎0748-24-5601　 050-5801-5601
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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。

児童扶養手当現況届の受付開始

　児童扶養手当は、父親のいない家庭
や、父親が一定の障害にある家庭の児
童の健やかな成長のために支給される
手当です。手当は、児童を監護している
母または養育者に支給されます。
　手当の受給資格者は、毎年「現況届」
を提出する必要があります。届け出をしな
いと受給資格がなくなることがありますの
で、必ず受付期間に届け出をしてください。
★受付期間＝８月３日㈪～８月31日㈪
★受付場所＝こども家庭課（東庁舎）
　または居住地区の各支所市民生活課
こども家庭課　☎0748-24-5643　

　 050-5801-5643または各支所市民生活課

８・１調査の実施について
（小作地所有状況調査）

　農業委員会では、法律で毎年８月１
日現在の小作地（貸し借りのある農地）
の所有状況調査を行っています。
　農地の所有者または耕作者に、所有地
および耕作地ならびに農業従事状況や農
業形態などに関する調査票を送付してい
ます。調査票が届いた人は、同封の記載
例を参考に８月１日時点の農地の所有地、
耕作地、小作地の状況や農業従事状況、
農業形態などの調査項目について記入
し、８月５日㈬までに地域の農業委員会
補助員または各支所地域振興課、もしく
は市農業委員会までお届けください。
農業委員会

　☎0748-24-5682　 050-5801-5682

障害のある人の手当にかかる状況届

　現在下記の手当を受給している人は、
受給資格確認のため、「所得状況届」の
提出が必要です。対象者には、８月上旬
に用紙を送付します。提出されないと、
手当が受給できませんので、ご注意くだ
さい。
手続き期間　８月11日㈫～９月10日㈭
●特別障害者手当
　在宅で20歳以上の重度重複心身障
　害者（常時特別な介護が必要な人）
　※施設入所・入院中の人は対象外
●障害児福祉手当
　在宅で20歳未満の重度心身障害児
　※施設入所中の人は対象外
●特別児童扶養手当
　身体または精神に中度以上の障害の
　ある20歳未満の児童の養育者
　※施設入所中の人は対象外

障害福祉課　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640　または各支所市民生活課

東近江市民大学第５講座の
日程および講師の変更について

当　初　８月21日㈮ 19:30～21:00
　講師　浅野史郎（前宮城県知事）
変更後　８月27日㈭ 19:30～21:00
　講師　森永卓郎（経済アナリスト）
八日市文化芸術会館
１講座のみの聴講2,000円
事前に生涯学習課まで電話予約を。

◆高校生招待制度
　市内在住または在学の高校生を対象
に先着20人を無料招待。事前に生涯学
習課まで電話予約が必要。

生涯学習課内　市民大学運営委員会事務局
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧

　大規模小売店舗立地法第８条第１項
に基づき、商工観光課にて、下記届出
者の書類を縦覧に供しています。
★建物設置者の名称＝ユニー株式会社★
大規模小売店舗の名称、所在地＝ピアゴ今
崎店、今崎町163番地★届出事項＝店舗の
名称、代表者変更など ９月28日㈪まで

商工観光課　
　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

し尿収集業務のお休み（８月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
１日、２日、８日、９日、13日、14日、15日、16日、
22日、23日、29日､30日※８月は業務が集中
しますので、早めに申し込んでください。
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

市民ギャラリー

●日永清重　鵜飼水彩画サークル
●塩谷智子　「展示の会」2009
　８月11日㈫まで
●柴田翠湖　柴田書道教室作品展
●畑繁代・古守登久江　楽しく二人展
　８月13日㈭～９月１日㈫
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

聴覚障害者の手話サロン

★内容＝午前：保健師の話「新型インフル
エンザについて」、午後：聴覚障害者の交流
８月31日㈪ 10:30～15:00
能登川公民館研修室　 聴覚障害者

★その他＝昼食にお弁当を注文する場
合、500円と８月24日㈪までに事前申込必
要。午前のみ午後のみの参加可。手話通
訳はありますが、要約筆記が必要な場合
は、８月24日㈪までに連絡してください。
東近江市聴覚障害者協会　℻0748-24-1015
障害福祉課　☎0748-24-5640

　 050-5801-5640　℻0748-24-1052

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★水泳　 ９月13日㈰
県立障害者福祉センター（草津市）
８月５日㈬まで

★グラウンドゴルフ
９月27日㈰
長浜ドーム（長浜市）
８月17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

東近江ケーブルテレビ（特別番組）

『コトナリエ2009』（生中継）
　８月８日㈯ 20:00～21:00
『2009東近江やまのこキャンプ』
　８月24日㈪～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


