
※施設の休館日および開催時間などは各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　2009.9.1 12

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

企画展「雪野山古墳発掘20周年記念」
　９月２日㈬～27日㈰
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㈬
タカの渡り観察　
　猪子山で、秋に渡り行くタカの観察
　９月20日㈰９:00～11:30
　 先着30人（申し込みが必要）
ＭＯＡ美術館能登川児童作品展
　９月30日㈬～
       10月４日㈰

９月の主な市民相談業務　　 市民相談室　☎0748-24-5616（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本庁）　 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。

１日㈫ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
９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）
10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 蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ　相談室
16日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
24日㈭ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
25日㈮ ９:30～12:00 市役所　１階１A会議室

登記相談 18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　
　予約してくだ
　さい。

９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）９月２日㈬８:30から

16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）９月９日㈬８:30から

29日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）９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。

８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
９日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階　相談室
10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㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１A会議室　
18日㈮ ９:00～12:00 能登川福祉センターなごみ  １階相談室
24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 ７日㈪・17日㈭ ９:00～12:00 予約が必要男女共同参画課　☎0748-24-5624
介護者の悩み相談
（ミモリの会） ９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
※上表の中で、祝日、振替休日は実施していません。

９月21日㈷～９月30日㈬

秋の全国交通安全運動
９月30日は「交通事故ゼロをめざす日」です

毎月15日は、
『高齢者交通安全の日』
思いやり運転・マナーアップを！！

★ふれあい交通教室に参加しませんか
①加齢による身体機能変化を自覚する体験研修
　 ９月25日㈮ 13:30 ～ 16:30
　 高齢者ドライバー 20人 ９月15日㈫まで
②安全な夜間の歩行や自転車を利用する体験研修
　 ９月29日㈫17:00 ～ 19 :30
　 自動車を運転しない高齢者 20人 ９月15日㈫まで
※①、②とも会場は八日市自動車教習所

カーブミラーの清掃活動にご協力ください

　市内のカーブミラーをボランテイアで一斉清掃します。
近くで見かけたら、一緒にお手伝いください。
　 ９月17日㈭午前中
◎参加団体：東近江地区安全運転管理者協会、東近江地
　区交通安全協会、東近江地区交通安全推進会議

交通政策課　☎0748-24-5658　 050-5801-5658

　弁護士や調停委員の無料相談で
す。お気軽にご利用ください。

10月７日㈬10:00～16:00
県立男女共同参画センター（近

江八幡市鷹飼町）
●相談内容
【民事】土地建物、金銭の貸し借
り、サラ金の処理、交通事故その
他の損害賠償
【家事】離婚、夫婦、親子関係、
相続関係、その他心配ごと、悩み
ごと
※詳しくはお問い合わせください。
滋賀調停協会東近江支部事務局

　☎ 0748-22-0397

無料調停相談の開設
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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。

  八日市図書館　☎0748-24-1515　　　　　　　　　　　  050-5801-1515

おひざでだっこのおはなし会   11:00から
　９月２日㈬、26日㈯
名画上映会　９月12日㈯ 13:30から
　「東京物語」（135分）
こどもえいが会　９月13日㈰14:00から 
 「ごんぎつね」（30分）
おはなしのじかん  ９月26日㈯14:30から
えほんのじかん　
　毎週土曜日（26日以外）14:30から

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

咲
さく

麗
ら

　高村晴美・木村登志子グラスアート展
　９月２日㈬～13日㈰
おひざでだっこのおはなし会
　９月16日㈬10:30から
おはなし会　毎週土曜日11:00から

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

中村京子書道教室展　９月６日㈰まで
おひざでだっこのおはなし会 10:30から

　９月３日㈭、10月１日㈭
絵本の会による手作り絵本展VOL.4
　９月23日㈷～10月11日㈰
おはなし会　毎週土曜日14:00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
　９月５日㈯10:30～10:50
おはなし会　９月12日㈯ 10:30～11:30、
　26日㈯ 10:30～11:10
えほんのじかん ９月19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
　９月２日㈬ 11:00から
こどもえいが会　９月５日㈯ 15:30から
　「ぞうのババール物語」（24分）
99ライブ in湖東図書館
　99プロジェクト主催によるアコースティ
ックライブ　９月６日㈰ 13:30から
ライブラリーシアター　14:00から
　９月12日㈯「こんばんは」（92分）
てんとうむしの紙芝居「ねえ あそぼう
よ」ほか　９月12日㈯15:30～16:00
おはなし会　９月19日㈯・26日㈯15:30から

  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
　９月６日㈰「キッド」（86分）、
20日㈰「劇場版名探偵コナ
ン世紀末の魔術師」（100分）、
27日㈰「続姿三四郎」（82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
　10月１日㈭10：30から

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

おはなしの森　
　毎週土曜日（19日を除く）11:00から
ちっちゃいおはなしの森
　９月18日㈮10:30から

  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
　９月１日㈫・15日㈫13:30～15:00
有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　９月９日㈬10:00～11:30
　　24日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円
　９月10日㈭10:00～11:45
心と体の栄養補給講座　 300円
　９月17日㈭10:00～11:30
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　９月30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

企画展「今、近江商人に学ぶこと～育
成する文化」
　現代に通じる近江商人の人材育成術
を紹介します。
　９月15日㈫～11月29日㈰
　 200円（小中学生100円）

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

四季折々ホームコンサート vol. ②
　～長月の折～　出演：アマービレ
　ボーカル・ピアノ・ギターユニットによ
る生演奏で安らいでみませんか。
　９月26日㈯14：00開演
　 前売500円、当日700円

対象地域 開催日 場　所 申し込み・問い合わせ先
（各子育て支援センター）

能登川 ９月30日㈬ やわらぎの郷公園 ☎0748-42-8510 
050-5801-8702

八日市
10月８日㈭ ウェルネス八日市

☎0748-22-8201 
050-5801-113510月16日㈮ 布引運動公園体育館

10月23日㈮ トレーニングセンター

愛　東 10月６日㈫ おくのの運動公園体育館 ☎0749-46-8260

湖　東 10月７日㈬ 湖東ひばり保育園 ☎0749-45-4011
050-5802-2296

蒲　生 10月９日㈮ 蒲生体育館 ☎0748-55-0113  
050-5802-2498

永源寺 10月13日㈫ 永源寺運動公園体育館 ☎0748-27-0300  
050-5801-0300

五個荘 10月15日㈭ さくらんぼ幼児園 ☎0748-45-5558 
050-5801-3831

市内の未就園児親子 ９:30～11:30 上靴・水筒・タオル 上記の各支援セン
ターへ★一人１回で、できるだけ居住地域でご参加ください

子育て支援センター

う ん ど う か い
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停電による自動交付機の一時停止

　市役所庁舎の電力設備点検による停
電のため、本庁舎と各支所に設置の自
動交付機が一時使用できなくなります。
みなさんにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
自動交付機使用停止期間
　９月21日㈷ 8:30～13:00
市民課　

　☎0748-24-5630　 050-5801-5630

■対象者   平成21年10月10日時点
　で満20歳以上30歳未満の人で、
　市内に３か月以上住所があり、 選
　挙人名簿に登録されている人。
■期間　10月12日㈷～17日㈯
　　　　８：30～20：00
■内容　投票事務が公正に執行
　されるか監視する職務（１日２人）
■報酬　１日9,500円
■申し込み　９月11日㈮まで
※詳しくはお問い合わせください。

市選挙管理委員会 
　☎ 0748-24-5600
　 050-5801-5600

平成21年10月18日㈰投票
市議会議員選挙
期日前投票立会人の募集

県立八日市高等学校開放講座受講生

　テーマ：書に親しむ
10月18日㈰～11月29日㈰のうち５日間
中学生以上 ９月７日㈪～17日㈭
20人 4,000円（中高校生2,000円）
八日市高等学校　☎0748-22-1515

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★卓球
10月25日㈰ 草津市立総合体育館

（草津市） ９月15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

自衛官（平成21年３・４月入隊）

募集学生 対象 試験日
防衛大学校
学生

高卒（見込含）
21歳未満 一次：11月７・８日

防 衛 医 科
大学校学生

高卒（見込含）
21歳未満

一次：10月31日
　  ･11月１日

看護学生 高卒（見込含）
24歳未満 一次：10月24日

★申込期間：９月７日㈪～10月２日㈮
自衛隊近江八幡地域事務所

　　☎0748-33-2103

市場親子見学会参加者

　市場内の冷
蔵庫の見学や市
場のしくみを学
習しませんか。
９月12日㈯６:30～８:00
小学生の親子 先着15組
９月１日㈫～３日㈭に電話でお申し込

　みください
八日市公設地方卸売市場　

　☎0748-23-6671　 050-5801-1136

環境セミナー受講生　 生活環境課　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

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）単身入居可 １戸 簡易耐火２階建 ２DK 7,300円～11,000円 21,900円～33,000円

清水（八日市清水二丁目）１戸 簡易耐火２階建 ２DK 10,100円～15,100円 30,300円～45,300円

ひばり丘（ひばり丘町）１戸 中層耐火３階建 ２LDK 22,100円～32,800円 66,300円～98,400円

ひばり丘（ひばり丘町）１戸 中層耐火３階建
２LDK 20,200円～30,100円 60,600円～90,300円

＊身体障害者専用ー単身入居可

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

＊準特定優良賃貸住宅（公営型）

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

駒塚（五個荘簗瀬町）１戸 簡易耐火２階建 ３DK 12,700円～18,900円 38,100円～56,700円

神郷（神郷町） １戸 簡易耐火２階建 ２DK 12,800円～19,100円 38,400円～57,300円

★入居可能日＝10月９日㈮以降※入居可能日から家賃が必要
９月１日㈫～８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、書類を提出。
①市内に在住または在勤で市税および国民健康保険料を完納していること②現在同

居し、または同居しようとする親族があること③住宅に困窮していることが明らかなこ
と④入居予定者全員の収入月額合計が158,000円以下であること（高齢者・身体障害
者世帯などは214,000円以下の別要件あり）⑤暴力団員でないこと＊単身入居または身
体障害者専用住宅の場合は、別に条件があります。★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。

日　程・会　場 講　師・内　容

９月26日㈯
市役所別館

滋賀グリーン購入ネットワーク事務局次長　辻博子
さんの講演、ワークショップ

10月24日㈯ ショッピング
プラザ・アピア（八日市浜野町）

消費生活展記念講演
（仮称）「琵琶湖の水環境について」

11月28日㈯
市役所別館

講演「地球のエネルギーと地域経済」　ひがしおうみコ
ミュニティビジネス推進会議事務局長　橋本憲さん

12月３日㈭
水口テクノス 現地研修会「生ゴミ処理のしくみ」

平成22年１月16日㈯
市役所別館

講演「だいじょうぶ？あなたの洗剤」
前滋賀県環境生活協同組合理事長  藤井絢子さん

すべて13:30から 市内在住、在学、在勤者 ９月16日㈬まで 先着40人
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申請がまだの人は、
　お早めに手続きを！

＊申請受付率：約92％（7/31現在）
給付金事業対策室（本庁別館）

　☎0748-24-5562
　 050-5802-8484
　または、各支所地域振興課

■■■ 申請期限 ■■■
平成21年10月13日まで

定額給付金・子育て応援特別手当

家族ふれあい
サンデー

　高校生以下の子どもを含む家族
は、「ふれあいカード」持参で、下
記利用が無料です。
●八日市大凧会館●探検の殿堂
●近江商人博物館●野口謙蔵記念館
●ふれあい運動公園パターゴルフ場
●蒲生緑のひろばパターゴルフ場●
ひばり公園パークゴルフ場●湖東
プール●おくのの運動公園軽運動
室 ●ちょこっとバス
青少年課　☎0748-24-5675

　　　　　　 050-5801-5675

9/20㈰

人権ふれあい市民のつどい

　人権文化の花咲く東近江市の実現を
めざそう！
★内容：①シンガーソン
グライターう～みさんの
人権コンサート

②白井のり子さんの講演
「典子は、今」～あれか
ら27年－今を生きる－
９月12日㈯

　　13:00～16:30
八日市文化芸術会館

＊託児所、手話通訳、要約筆記あり
＊各支所より送迎あり（申し込みが必要）

人権啓発課　
　☎0748-24-5673　 050-5801-5691

東近江市の人のうごき
人　口●118,068人 （ー  10）

男： 58,376人 （ー  11）
女： 59,692人 （＋    1）

世帯数● 40,802世帯（＋  44）
※平成2１年８月1日現在（ ）内は前月比

大規模小売店舗立地法による届出縦覧

　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）バロー八日市東沖野店
　　　（仮称）ハイパーブックス八日市店
●所在地：東沖野一丁目字沖野943－１ほか
●届出事項：店舗の新設
【縦覧】期間：11月24日㈫まで　
　　　場所：商工観光課
商工観光課　

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662

高齢者・障害者の人権安心相談

　高齢者や障害者への虐待などの人権
問題を対象にした人権擁護委員・法務局
職員による電話相談（☎077-522-4673）
です。
９月６日㈰～12日㈯８:30～19:00

　＊６㈰・12日㈯のみ10:00～17:00
大津地方法務局人権擁護課　

市民ギャラリー

●平尾親子展　平尾泰造水墨画・平尾
　径子トールペイント　
　９月３日㈭～24日㈭
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

し尿収集業務のお休み（９月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
９月５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、19日
㈯、20日㈰、21日㈷、22日㉁､23日㈷、26日
㈯、27日㈰
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
『市議会生中継（９月定例会）』
※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

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 材料費

クラフト手芸 第１水曜日 13:30～15:30 10月７日～３月３日 １回200～
300円

習字 第１・第３金曜日 9:30 ～11:00 10月２日～３月19日 材料持込
水墨画 第２火曜日 13:30～15:30 10月13日～３月９日 2,000円
切り絵 第４金曜日 13:30～15:30 10月23日～３月26日 2,500円
９月１日㈫～15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。

９月・10月は
『自動車点検整備推進運動月間』で
す。標語「日常点検って実はとって
も簡単なんだよ」

八日市布引ライフ組合管内の
し尿収集方法が変わります

　し尿処理依頼窓口が10月１日か
ら、各担当業者からクリーンぬの
びき広域事業共同組合へ変更に
なります。定期的な収集を希望さ
れる人は、「クリーンぬのびき広
域事業共同組合」か、担当業者
までご連絡ください。なお、現在
定期収集をされている世帯（地域）
については、その収集日をもとに
今後も収集を行っていきます。
●汲み取り料金＝18リットル当た
　り230円（従来と同じ）
●対象地区：八日市・永源寺・五
　個荘・能登川・蒲生

クリーンぬのびき広域事業
　協同組合　☎0748-23-0107


