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ライブラリーシアター 　10月10日㈯14:00から
　「男はつらいよ　噂の寅次郎」（104分）
2009コトナリエメッセージ展
　10月２日㈮～18日㈰
てんとうむしの紙芝居
「まんまるまんま
　たんたかたん」ほか
　10月10日㈯15:30～16:00
東近江市学校紹介パネル展
　10月21日㈬～11月８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
　10月４日㈰「華氏451」（112分）、11日㈰「太
陽の王子　ホルスの大冒険」（86分）、18日
㈰「ニッポン無責任野郎」（89分）、25日㈰
「劇場版　ニルスのふしぎなたび」（101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㈭、11月５日㈭ 10:30から
平和なやきもの展「子どもをまもる」
　10月25日㈰まで 展示ギャラリー
ワークショップ　粘土で「チャンスン（守
り神）を作ろう！」
　10月11日㈰、18日㈰10:30～17:30

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

おはなしの森　10月３日㈯、10日㈯、24
日㈯11:00～11:30
ちっちゃいおはなしのもり
　10月16日㈮10:30～10:50

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

秋を染めよう（申し込み必要）
　秋の身近な植物を使っての染色体験
　10月10日㈯13:30～15:30 300円 15人
秋のキノコ観察会（申し込み必要）
　10月17日㈯ 13:30～16:00　 30人
企画展「東近江の伝統食～美味いものは
故郷にあり～」　10月28日㈬～11月29日㈰
秋の民具体験～七輪でサンマを焼こう！～
　11月７日㈯ 10:30～12:00
　 実費負担 15人（申し込み必要）

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

火曜の午後は太極拳で　 300円
　10月６日㈫・20日㈫13:30～15:00

有酸素運動とヨガで健康に　 300円
　10月７日㈬10:00～11:30
　　  22日㈭20:00～21:30
音楽の散歩道　 400円　
　10月８日㈭10:00～11:45
心と体の栄養補給講座　 300円
　10月15日㈭ 10:00～11:30
　 蒲生公民館学習室
親子で楽しくリトミック　 一組300円
　10月21日㈬10:00～11:00
　 ３歳までの幼児と保護者

 八日市大凧会館  ☎0748-23-0081　　　　　　　　　             050-5801-1140

2009特別展示「凧に無限の夢をのせて」

　三重県伊勢市の西川正之さんの「凧
の世界」を紹介。本物そっくりな昆虫の
立体凧を展示。
　11月23日㈷まで 200円（小中学生100円）
体験教室「凧作り」
　11月１日㈰ ①10:00～11:30 ② 13:00～
14:30 ③15:00～16:30 各15人 ダイヤ
凧１枚500円、六角凧１枚750円（あげ糸は
含みません） 電話で申し込んでください

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

茂山狂言鑑賞会
　11月１日㈰　開場14:30　開演 15:00
　 前売り1,700円、当日2,000円（全席自由）

10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。

５日㈪ 13:00～15:00 五個荘支所　１階第３会議室
６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 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
20日㈫ 10:00～15:00 湖東支所　１階自治振興室
21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）
21日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
27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 16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。

14日㈬ 13:00～16:00 能登川支所　２階相談室※予約受付（定員６人）10月７日㈬８:30から

21日㈬ 13:00～16:00 永源寺支所　２階小会議室※予約受付（定員６人）10月14日㈬８:30から

27日㈫ 13:00～17:00 市役所　１階１Ａ会議室　※予約受付（定員８人）10月20日㈫８:30から

合同行政相談 27日㈫ 13:30～16:30 ショッピングプラザ・アピア４階 情報プラザ※受付は15:30まで

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 愛東福祉センターじゅぴあ　ボランティア活動室
13日㈫ ９:00～12:00 永源寺支所　１階相談室
13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
14日㈬ ９:00～12:00 五個荘福祉センター　２階相談室
16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
20日㈫ 13:00～16:00 市役所　１階１Ａ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 ５日㈪・15日㈭・19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） 14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、祝日は実施していません。
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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。

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

10/15～12/３（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

Ⓐ 10/20～12/15（毎週
火曜）10:00～11:00
Ⓑ 10/15～12/３（ 毎 週
木曜）13:30～14:30
Ⓒ 12/17、１/７、１/21、
２/４、２/18、３/４、
３/18（第１、第３木曜）
各19:30～20:30

ＬＧスポーツ
各先着15人
6,000円

10/23～12/４（毎週金曜）
　Ⓐ９:30～10:30
　Ⓑ 10:40～11:40
10/27～12/22（毎週火曜）
　Ⓒ 19:00～20:00
　Ⓓ 20:10～21:10

16歳以上 10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

手話公開講座参加者

テーマ「手話の基礎知識」（講義）
10月20日㈫19:00 ～ 21:00 市役所

別館２階大ホール 市内在住・在勤・
在学（高校生以上）の人（申し込み不要）

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

水泳教室受講生

10月18日㈰～11月29日㈰の毎週日曜
（11/15㈰は除く）10:00～11:00 ５歳～12歳
布引運動公園プール 5,400円
東近江水泳連盟・川部☎0748-37-1010

消費者セミナー参加者

テーマ「コミュニケーションによるトラブ
ルの解決方法」　※消費生活啓発員ス
キルアップ講座同時開催
11月５日㈭ 13:30～15:30 市役所別

館大ホール 100人 11月２日㈪まで
消費生活課

　☎0748-24-5619　 050-5801-5635

市美術展覧会の開催と作品募集

洋画・彫刻彫塑・書
10月28日㈬～11月１日㈰９:00～17:00

日本画・美術工芸・写真
11月４日㈬～８日㈰９:00～17:00

※11月１日・８日は15:00まで
ともに八日市文化芸術会館

出展作品を募集します
★部門＝日本画・洋画・彫刻彫塑・美術
工芸・書・写真 市内在住・在勤・在
学者および次の郡市在住者（近江八
幡・蒲生・愛知・犬上・彦根）※中学生以
下は除く★そのほか＝会場への搬入
日は10月23日㈮・24日㈯、出品料：
作品１点につき1,000円（高校生500
円） 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

生涯学習課
　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

ファミリー・サポート・センター会員

　センターでは、育児支援が必要な人（依
頼会員）に支援できる人（協力会員）を
紹介し、地域で子育てを応援しています。
会員になるには、講座の受講が必要です。
10月13日㈫９:15～12:30 湖東保健

センター 当センターの会員になりたい
人 10月９日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
　☎0748-22-8202　 050-5801-1135

認知症予防ゲーム研修会参加者

①11月２日㈪②11月16日㈪③11月30日
㈪各９:30～16:00 能登川福祉センター
なごみ 認知症予防に関心のある人、３回
の研修に参加できる人 受講代4,000円、
テキスト代1,000円 10月５日㈪～10月20日
㈫の間に、氏名・住所・電話番号・受講理
由を記入し、ハガキまたはFAXで下記まで。

〒521-1221　東近江市垣見町 328
　ＮＰＯほほえみ　 ・℻050-5802-5094

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

えほんのじかん

　毎週土曜日（24日を除く）14:30から
おはなしのじかん 10月24日㈯14:30から
おひざでだっこのおはなし会 11:00から
　10月７日㈬、10月24日㈯
ちくちくちく展　10月３日㈯～18日㈰
ワークショップ「縫ってみましょう」
　10月４日㈰13:30から
講演会「ほどいて、縫って、つくろって」
　10月18日㈰14:00から　講師：八田尚子さん
名画上映会　10月24日㈯ 13:30から
　「初恋のきた道」（135分）
こどもえいが会　14:00から 
　10月25日㈰「銀河鉄道999」（128分）

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

おはなし会　毎週土曜日　11:00から
おひざでだっこのおはなし会
　10月21日㈬10:30から
東近江市小中学校パネル展
　10月１日㈭～18日㈰
「絵本ライブを楽しもう」～絵本作家・
川端誠の世界～　10月21日㈬19:30から
ちくちくちく展　10月24日㈯～11月８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
　10月１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
　10月３日㈯ 10:30～10:50
おはなし会
　10月10日㈯10:30～11:30
　　　24日㈯10:30～11:10
えほんのじかん
　10月17日㈯10:30～11:00
おはなし会スペシャル
　10月31日㈯10:30～11:30

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

こどもえいが会　10月３日㈯15:30～
　「あらしのよるに」（49分）
おひざでだっこのおはなし会
　10月７日㈬ 11:00～11:20
おはなし会　10月17日㈯、24日㈯、31日
㈯15:30～16:00
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2009東近江市消費生活展

10月24日㈯ 13:30～15:30
ショッピングプラザアピアホール研修室

★内容：記念講演会「びわこの水環境と
生き物について」　講師：小林圭介さん
10月25日㈰９:30～15:00
ふれあい運動公園（ふれあいフェアにて）

★内容：パネル展示、デコラティブペイ
ンティングの実演、不用品のバザー
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

芸術文化祭オープニングイベント

劇団カッパ座ミュージカル「オズの魔法使い」
10月17日㈯　開場13:30　開演14:00
八日市文化芸術会館ホール
全席自由／一般500円（当日700円）、

中学生以下500円（当日も同額）※三歳
未満のお子さんは膝の上であれば無料
生涯学習課

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

映画「ゆずり葉」上映会

全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画
10月11日㈰14:00～16:00 八日市文

化芸術会館 大人1,500円（前売り1,200
円）、高校生以下1,000円（前売り800円）
障害福祉課　℻0748-24-1052

　☎0748-24-5640　 050-5801-5640

第７回がもうの祭り

　ステージショー、ゲーム、模擬店、抽
選会などで楽しんでください。祭りを支え
てくださるボランティアも募集しています。
10月25日㈰10:00～15:00 社会福祉

法人蒲生野会 あかね寮グラウンド（小脇町）
社会福祉法人蒲生野会（知的障害者

更正施設あかね寮内）
　☎0748-23-6776　℻0748-23-7155

し尿収集業務のお休み（10月）

八日市・永源寺・五個荘・蒲生・能登川地域
３日㈯、４日㈰、10日㈯、11日㈰、12日㈷、
17日㈯、18日㈰、24日㈯、25日㈰、31日㈯
※上記地域のし尿収集の依頼窓口が
10月１日から下記に変わりましたの
で、お間違いのないようお願いします。
クリーンぬのびき広域事業協同組合

　☎0748-23-0107　
生活環境課

　☎0748-24-5633　 050-5801-5633

和ねっと！交流会

インターネットデモンストレーション・楽しいパ
ソコンミニ講座・体験コーナー・作品展など
11月３日㈷13:00～16:00 やわらぎホール
パソコンボランティア能登川　和ねっと！

　会長　脇眞澄　☎0748-45-0077

八日市南高等学校開放講座参加者

①11月28日㈯チキンの加工　②12月５日㈯
トマトのいろいろ　 ③12月12日㈯オシャレな
正月用寄せ植えを楽しもう　各13:30～16:30
八日市南高等学校　セミナーハウスおよび農場
18歳以上（高校生を除く） 20人（先着順）
受講料2,000円、教材費3,000円
往復ハガキに、住所・氏名・年齢・

電話番号を記入し、10月23日㈮までに下
記へ申し込んでください。

〒527-0032　東近江市春日町１－15
　八日市南高等学校開放講座係
　☎0748-22-1514　℻0748-23-2151

布引運動公園陸上競技場愛称名

　布引運動公園陸上競技場に「愛称」
をつけてください。漢字、ひらがな、カ
タカナ、英字、数字およびそれらの組
み合わせは自由。文字数制限なし。
市内在住・在勤・在学している人
ハガキ、市ホームページ上のメール、応募

用紙（ホームページからダウンロード可）の
いずれかに、「愛称」およびその簡単な説明、
郵便番号、住所、氏名、電話番号、入賞し
た時の住所・氏名・電話番号の公表につい
て「よい・よくない」かを明記し、10月30日
㈮までに応募してください。（当日消印有効）

〒527-8527　東近江市八日市緑町
　10番５号　東近江市教育委員会
　布引運動公園陸上競技場準備室
　☎0748-24-5674　 050-5801-5674

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

★ビームライフル　
11月15日㈰ 県立障害者福祉センタ

ー（草津市） 10月13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

魚のさばき方教室参加者

10月21日㈬、10月24日㈯各13:00～15:00
市辺コミュニティセンター内調理室
20歳以上 各10人（先着順） 1,000円
新聞紙１日分、まな板、タオル2枚、エプ

ロン、包丁（できれば出刃包丁） 10月５日
㈪までに下記まで電話で（日曜日除く）
八日市公設地方卸売市場

　☎0748-23-6671　 050-5801-1136

人　口●118,002人 （ー  66）
男： 58,351人 （ー  25）
女： 59,651人 （ー  41）

世帯数● 40,776世帯（ー 26）
※平成21年９月1日現在（ ）内は前月比

東近江市の人のうごき

おやじのための『健康☆仲間』づくり講座　 長寿福祉課　☎0748-24-5645　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 050-5801-5645

開催日 時間 内容
①10月29日㈭ 13:30～16:30 知って・活かそう私の余暇時間！
②11月５日㈭ ９:30～13:30 ミニ健康教室＆料理教室（基礎編）
③11月12日㈭ ９:30～13:30 ミニ健康教室＆料理教室（発展編）
④11月19日㈭ 13:30～16:30 秋の里山で体を動かそう
⑤11月26日㈭ 13:30～16:30 おいしい！本格ドリップコーヒーを入れてみよう
⑥12月10日㈭ 13:30～16:00 健康維持と仲間づくり
①②③⑥建部コミュニティセンター、④河辺いきものの森、⑤蒲生公民館
おおむね60歳以上の男性（すべて受講できる人） 先着20人
3,000円（材料費） 10月20日㈫まで
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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。

宝くじ助成で備品を整備

　宝くじの助成金で、下記のとおりコミュ
ニティ活動を推進するため
の備品を整備されました。
八日市地区自治会連合会
・物置、放送設備、テント、
印刷関係機器など
中野地区自治会連合会
・放送設備、物置、展示
用パネル、テント、机など
総務課

　☎0748-24-5600　 050-5801-5600

行政書士無料相談所開設

　遺言、相続の手続き、各種の許認可
申請など、暮らしと役所のさまざまな手
続きについて、行政書士がお答えします。
10月12日㈷13:30～16:00 市役所別館
滋賀県行政書士会湖東支部

　☎0748-52-4858（森沢）

わたしのまちの行政相談委員

★行政相談週間　10月19日㈪～25日㈰
　国・独立行政法人・特殊法人などの仕事に
要望や苦情がある人は、行政相談委員にご相
談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。
★本市の行政相談委員のみなさん（敬称略）
仲岸明三郎（八日市地区）、高木一子（八
日市地区）、北川元一郎（永源寺地区）、
小川達之（五個荘地区）、植田久米治（愛
東地区）、島村俊一（湖東地区）、西村二
郎（能登川地区）、山添利嗣（蒲生地区）
市民相談室　

　☎0748-24-5616　 050-5801-5616

市民ギャラリー

●菱田治男　鳳雛塾のアート魚拓
●障害者デイサービスハートピア八日市展
　10月13日㈫まで
●八日市大津絵同好会
　街道の民画現代大津絵展
●山内善和　笑風洞木地工芸展
　10月15日㈭～11月４日㈬
市役所１階ロビー
生涯学習課　

　☎0748-24-5672　 050-5801-5672

下水道排水設備工事責任技術者試験

平成22年２月18日㈭14:00から 立命
館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市）
10月26日㈪～11月13日㈮（土・日・祝

日を除く）9:00～17:00
下水道課

　☎0748-24-5665　 050-5801-5665

児童手当の支給日

　10月13日㈫は、６～９月分の児童手当の支
給日です。金融機関によって振込みの時間帯
が異なりますのでご了承ください。また、受
給資格がある人で、申請がまだの人は至急手
続きをしてください。現在受給中の人も第２子
以降の出生には増額の申請が必要になりま
す。申請が遅れると支給開始月が遅くなりま
すので、出生届後すぐに手続きをしてください。
こども家庭課

　☎0748-24-5643　 050-5801-5643

　浄化槽は、生活排水施設として
琵琶湖や河川などの水質保全に極
めて有効な施設です。
　保守点検、清掃、法定検査を忘
れないようにしてください。
生活環境課　☎0748-24-5633

　 050-5801-5633

10月１日は「浄化槽の日」

東近江ケーブルテレビ（特別番組）
『地域で取り組む獣害対策』
　10月19日㈪～26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

手話通訳を
　 ご利用ください 
　右記の場所と日程で手話通
訳者がいますので、各種手続
きや相談などにご利用ください。
※記載以外の日や、市内各支
　所でのご利用は、障害福祉
　課までご連絡ください。
　℻0748-24-1052
　☎0748-24-5640
　 050-5801-5640

蒲生支所市民生活課
℻0748-55-1160
☎0748-55-4883

能登川支所市民生活課
℻0748-42-6125
☎0748-42-8700

10:00～12:00 13:30～15:30
10月 ５日㈪・19日㈪ 14日㈬
11月 ２日㈪・16日㈪ 11日㈬
12月 ７日㈪・21日㈪ 16日㈬
１月 18日㈪・25日㈪ 13日㈬
２月 １日㈪・15日㈪ 10日㈬
３月 １日㈪・15日㈪ 10日㈬

　滋賀県最低賃金は、常用・パートな
ど雇用形態を問わず、県内すべての労
働者に適用されます。最低賃金は賃金
の最低額を保障するとともに、労働
条件の改善に重要な役割を果してい
ます。滋賀県最低賃金は、平成21年10
月１日に改正され、１時間693円です。
（特定の産業には産業別最低賃金が定
められています）
滋賀労働局賃金室　☎077-522-6654

　東近江労働基準監督署　☎0748-22-0394

最低賃金改正のお知らせ

　建築物の新築や、増改築をする場合
は、一部を除き建築基準法に基づく
「建築確認申請」の手続きが必要です。
建築指導課　☎0748-24-5656

　　　　　　　 050-5801-5656

10月11日㈰～17日㈯
違反建築物防止週間

2009東近江秋まつり
　今年の東近江秋まつりは11月１日㈰
と３日㈷の２日に分けて開催します。
11月１日㈰９:00～14:00 市役所

駐車場 ★内容：農林水産まつり
11月３日㈷９:00～15:00 市役所

駐車場、市役所前道路周辺一帯 ★内
容：二五八祭、物産まつり、交通安全ひ
ろば、市立病院ふれあい健康まつりなど
※ご来場は公共交通機関で
商工観光課

　☎0748-24-5662　 050-5801-5662


