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西堀榮三郎記念探検の殿堂 ☎ 0749-45-0011
　　　　　　　　　      0505-802-2291

レンタルミュージアム第１弾
     「追求の先に…美を拓くものたち」展

12月25日㈬まで
◆関連イベント「ギャラリートーク」
　出品作家による作品解説。

10月４日㈮ 10:30～11:30
　 11月１日㈮ 13:00～14:00
　 12月６日㈮ 10:30～11:30
自律型ロボット「お試し体験講座　サッ
カーロボットに挑戦！」
　パソコンでプログラミングした車型ロ
ボットを動かして、ボールを追いかける
サッカーにチャレンジします。１回だけ
の体験も大歓迎！

10月13日㈰、10月27日㈰、11月10日㈰、
　 11月17日㈰、12月８日㈰、12月15日㈰
　 いずれも13:30～16:00

各回６人（実施日の２週間前から受付
開始。申し込み先着順）

1,500円（ロボットの貸し出しを含む）

能登川博物館　 ☎ 0748-42-6761
　　　　　　　　　 0505-801-6761

第105回企画展「なにこれ！？東近江珍百景」
　市内の不思議な景色や建物など、思
わず「何これ！？」と思ってしまうものの
写真を展示します。　

10月17日㈭～11月24日㈰まで
猪子山探検隊～秋のきのこ編～
　猪子山でキノコを採集し、どんなキノ
コが生えているかを調べます。

10月12日㈯ 13:30から
猪子山登山口集合
30人（申し込み先着順）

ウェルネス八日市  ☎ 0748-22-8800
　　　　　　　　　   0505-801-1137

ウォーキングエクササイズ
10月２日㈬・16日㈬10:00～11:10
500円

有酸素運動とヨガで健康に
10月９日㈬10:00～11:30
500円

ウェルネス文化発表会
　作品展示や発表、無料体験コーナー

（水墨画、お茶席、ミニアレンジ、ビーズ、
アロマ、水彩画、ネイル、ソーイング）、
模擬店や抽選会など。

10月27日㈰ 10:00～15:00

近江商人博物館  ☎ 0748-48-7101
　　　　　　　　　  0505-802-3134

秋季企画展「今、近江商人に学ぶこと
～共生する文化～」

11月24日㈰まで
入館料（大人200円、小中学生100円）

論語素読講座（後期）
講師：佐

サ ポ ー ト

朋登会　松田元信さん
10月12日㈯、11月９日㈯、12月14日㈯、

　１月11日㈯、２月８日㈯、３月８日㈯
　 全６回、いずれも10:00～12:00

てんびんの里文化学習センター
40人（申し込み先着順）
500円（テキスト代）
筆記用具

10 月 の市民相談 市民生活相談課　☎ 0748-24-5616（直通）
　　　　　　　　　 0505-801-5616

相談項目 相談日 相談時間 相談場所

法律相談
（予約制）
※弁護士による　　
　相談。１人30
　分まで。年度
　内１回、利用
　可能

８日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）10月１日㈫ 8:30から

15日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）10月８日㈫ 8:30から

22日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談課
※電話予約受付（先着７人）10月15日㈫ 8:30から

登記・相続相談
※土地家屋調査　　
　士による相談

18日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談課

行政相談
※行政相談委員
　による相談

３日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館 ２階201研修室
８日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
17日㈭ ９:00～12:00 鈴鹿の里コミュニティセンター 会議室（蓼畑町）
22日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
22日㈫ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
23日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室

行政なんでも
相談所 30日㈬ 13:30～16:30 ショッピングプラザアピア ４階研修室

（八日市浜野町） ※受付 13:00～15:30まで
その他相談 月～金曜日 ９:00～16:00 市役所　市民生活相談課

人権課　☎ 0748-24-5620（直通）　 0505-801-5620

特設人権
なんでも相談
※人権擁護委員
　による相談

８日㈫ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館　１階相談室
９日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室
10日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
15日㈫ 13:00～16:00 市役所　３階３Ｂ会議室

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 　市役所別館１階
こども支援センター ☎ 0748-24-5663

・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（0748-24-1234）

心のやすらぎ相談 ４日㈮、18日㈮
31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

今月は特集（４ページ）に
掲載しています。 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（市民生活相談課内）
・相談専用電話　☎ 0748-24-5659

税の無料相談 18日㈮ 13:30～16:30 ※電話予約受付（先着６人）10月４日㈮から
市民税課　☎ 0748-24-5604

※上表の中で、祝日・休日は実施していません。

　行政手続きでお困りのことはあり
ませんか。身近な専門家の行政書
士が、暮らしと役所のさまざまな手
続きについてお答えします。
相談内容：遺言、相続、土地利用、
会社設立、各種営業許認可など
◆事前予約は不要です。

10月14日㈷ 13:30～16:00
市役所別館２階中ホール
滋賀県行政書士会湖東支部（貝沼）

　☎ 0748-23-6213

こんなとき、どうするの？
行政書士による無料手続相談所が
開設されます
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男女共同参画推進リーダー
養成講座 参加者

日時 内容

11月９日㈯
10:00～11:45

講演「ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調
和）について」

11月16日㈯
10:00～11:30

講演「バランスが大事！
～食育～」

11月17日㈰
10:30～15:00

公開講座　※　
「G-NETしがフェスタ」

12月14日㈯
10:00～11:45

講演「認知症の母に寄り
添って～在宅介護を通し
て地域啓発活動～」

市役所別館２階中ホール　
　※ 11月17日のみ県立男女共同参画セ
ンター（近江八幡市）で開催。

30人（申し込み先着順）
10月21日㈪まで

＊託児あります。（事前申し込みが必要）
男女共同参画課

　☎ 0748-24-5624　 0505-801-5624

のびのび親子の教室
「赤ちゃんといっしょ」参加者

　子どもの気持ち・発達を理解して、子
育てが楽しくなる子どもとのかかわり方を
見つけます。お母さん同士の話し合いや
親子で楽しむ遊びもあります。（全４回）
八日市保健センター、蒲生支所

11月26日㈫、12月３日㈫、10日㈫、17日㈫
能登川保健センター、湖東保健センター

11月28日㈭、12月５日㈭、12日㈭、19日㈭
　いずれも10:00～11:30

平成24年12月～平成25年6月生まれの
子と母親

各10組（申し込み先着順）
10月21日㈪から

各地区の子育て支援センター
　八日市　☎ 0748-22-8201
　蒲生　　☎ 0748-55-4889
　能登川　☎ 0748-42-8510
　湖東　　☎ 0749-45-4011

マーケット市友好親善使節団
市民交流会参加者

　姉妹都市アメリカ合衆国ミシガン州
マーケット市からの友好親善使節団との
市民交流会です。お互いの文化や社会
を理解しあい、友情を深めませんか。

10月26日㈯ 17:30～19:30
八日市商工会議所４階大ホール

　（八日市東浜町）
30人（申し込み先着順）
2,000円（飲食代含む）
10月22日㈫まで

東近江国際交流協会（八日市東浜町）
　 ・FAX0505-802-9606
　（電話受付：月～金 10:00～16:00）

ハロウィンパーティー参加者

　ゲーム、手品、お菓子のプレゼントな
ど楽しみいっぱいのパー
ティーです。あわせて開
催する仮装コンテストの
出場者も募集します。

10月12日㈯ 13:30～16:00
風物時代館太子ホール（八日市町）
50人（申し込み先着順）
300円（軽食つき）　
10月11日㈮まで

東近江国際交流協会（八日市東浜町）
　 ・FAX0505-802-9606
　（電話受付：月～金 10:00～16:00）

市レディース・バレーボール大会

11月23日㈷８:30～14:00
布引運動公園体育館

①バレーボールの部
市バレーボール協会に登録している

チーム（９月30日現在）、または市在住
の既婚女性で編成したチーム。
②ソフトバレーボールの部

市在住・在勤の18歳以上の女性で編
成したチーム。高校生は除く。（ほか要
件あり）
※１人１部門のみの出場に限ります。参加
資格など詳しくはお問い合わせください。
◆抽選会＝11月１日㈮

10月25日㈮まで（電話不可）
スポーツ課

　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

◆運動会ごっこ

開催日 開催場所

10月18日㈮ 能登川スポーツセンター武道館

10月22日㈫ 布引運動公園体育館

10月24日㈭ 蒲生体育館

10月24日㈭ 湖東体育館

10月25日㈮ 洗心館（五個荘小幡町）

いずれも10:00～11:30
各会場50組（申し込み先着順）
水筒、タオル、着替え、上靴、下靴

を入れるビニール袋
10月１日㈫から

各地区の子育て支援センター
　八日市　☎ 0748-22-8201
　蒲生　　☎ 0748-55-4889
　能登川　☎ 0748-42-8510
　湖東　　☎ 0749-45-4011

東近江大凧会館   ☎ 0748-23-0081
　　　　　　　　　   0505-801-1140

2013年特別企画「どうぶつの凧集まれ」
　動物が描かれた凧を36点展示します。

10月17日㈭～11月25日㈪
入館料（一般300円、小中学生150円）

あかね文化ホール  ☎ 0748-55-0207
　　　　　　　　　   0505-801-0207

有酸素運動とヨガで健康に
10月２日㈬・16日㈬ 10:00～11:30
500円

簡単！リズム体操
10月３日㈭・17日㈭ 10:00～11:30
300円

音楽の散歩道
　第一部：マンドリンとギター
　　　　（ボニー・ブルーさん）
　第二部：みんなで歌おう　

10月10日㈭ 10:00～11:45　
500円

親子で楽しくリトミック
10月23日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者　
１組300円
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市民ギャラリー

現代大津絵展
10月１日㈫～11日㈮

ニット・手芸・小物展
10月１日㈫～30日㈬

ミニ東近江大凧コンテスト写真展
10月16日㈬～30日㈬
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

平成25年度下水道排水設備工事
責任技術者試験

平成26年２月13日㈭ 14:00～16:00
立命館大学びわこ・くさつキャンパス

（草津市）
10月21日㈪～11月８日㈮

※申込書は下水道課で配布。（受付時間
９:00～17:00　土・日・祝日を除く）

3,500円
下水道課　

　☎ 0748-24-5665　 0505-801-5665
（公財）滋賀県建設技術センター　

　☎ 077-565-0216
　URL http://www.sct.or.jp/

県立盲学校専攻科オープンスクール

　盲学校専攻科である「あん摩施術」
の授業の見学・体験を通じて、学習内
容の理解を深め、進路選択の可能性を
広げます。

11月14日㈭９:35～14:20
滋賀県立盲学校（彦根市西今町）
11月８日㈮まで（申し込みが必要）

滋賀県立盲学校
　☎ 0749-22-2321

東近江市美術展覧会

第１期（洋画、彫刻彫塑、書）
10月16日㈬～20日㈰

第２期（日本画、美術工芸、写真）
10月23日㈬～27日㈰

◆入館時間９:00～17:00　※会期中の金
曜日は21:00まで、日曜日は15:00まで

八日市文化芸術会館　 
生涯学習課

　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

豊郷病院公開セミナー

知っておこう ! 脳卒中ってどんな病気？
　当院の副院長（脳神経外科医）が、
脳卒中の予防や治療についてお話します。
申し込み不要でどなたでも参加できます。

10月26日㈯ 14：00～15:30　
豊郷病院（豊郷町八目）
（公財）豊郷病院　地域連携室

　☎ 0749-35-3001

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、届
出者の書類を縦覧に供します。
名　称：ピアゴ今崎店
所在地：今崎町163番地
縦覧期間：12月26日㈭まで

商工労政課
　☎ 0748-24-5565　 0505-802-9540

手話体験教室受講生

　耳の聞こえない人に接するとき、手話
ができなくてためらった経験はありませ
んか。少しのきっかけで、
あなたのそばにいる聞こえ
ない人と親しくなれます。

11月14日㈭・21日㈭ 10:00
～12:00、28日㈭ 10:00～12:30（全３回）

能登川コミュニティセンター
市内在住または在勤者
525円（テキスト代）
11月11日㈪まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

ライフロング事業 講座受講生

デジタルカメラ初心者デビューコース
10月６日、13日、20日（全３回）

　いずれも日曜日　９:00～11:00
湖東コミュニティセンター
1,500円　 15人（申し込み先着順）

ゆる文字講座 PARTⅡ
10月３日㈭、11月８日㈮、12月５日㈭

　初級編……９:00～10:30（全３回）
　経験者編…10:30～12:00（全３回）

湖東コミュニティセンター
初級編……4,000円（材料費2,000円）

　経験者編…2,500円（材料費500円）
各10人（申し込み先着順）

男のヨガ入門
10月10日㈭ 14:00～15:15
八日市文化芸術会館　 500 円

収納アドバイス講座
10月25日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館

森源太トーク＆ライブ（ギター弾き語り）
「信じ抜くなら、想いは必ず力にかわる！」

10月29日㈫ 19:00～20:30
愛東コミュニティセンター（共催）
80人（申し込みが必要）

八日市文化芸術会館
　☎ 0748-23-6862　 0505-801-6862

滋賀県障害者スポーツ大会参加者

グラウンド・ゴルフ選手権大会
12月14日㈯　 長浜ドーム（長浜市）
滋賀県障害者スポーツ協会員
10月15日㈫～28日㈪

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052
　または各支所

よく噛んで健康レシピコンクール

　よく噛むことは歯や全身の健康にとっ
て大切です。よく噛むことができ、独創
性がある料理のレシピを募集します。優
秀な作品には賞品を進呈します。
　応募方法など、詳しくは滋賀県歯科
医師会ホームページをご覧ください。

10月31日㈭まで
滋賀県歯科医師会

　 ☎ 077-523-2787
　URL http://shiga-da.org/

とっても大事、クルマの点検。家族
を守る、クルマの点検。

～安全確保と環境保全は、
クルマの点検・整備から～

近畿運輸局滋賀運輸支局
　☎ 077-585-7252

９月・10月は
自動車点検整備推進運動月間
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児童扶養手当額を改定します

　児童扶養手当法の改正により、平成
25年10月分から手当額が 0.7％引き下げ
られます。
改定後の金額（カッコ内は改定前の金額）
◆全部支給：41,140円（41,430円）
◆一部支給：41,130円～ 9,710円
　　　　　　（41,420円～ 9,780円）
※多子加算は変更ありません。
　２人目：5,000円加算
　３人目以降：１人につき3,000円加算

こども家庭課
　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643
　または各支所

こどもと子育てを地域で支えるつどい

　子育て中のお父さん、お母さんの声を
紹介することで、世代を超えて育児の問題
を再確認し、子どもの虐待予防を考えます。

10月24日㈭ 13:30～15:30
蒲生コミュニティセンター小ホール

※申し込みが必要
こども支援センター

　☎ 0748-24-5663　 0505-802-3275

各種スポーツ大会出場者激励金

　県外で開催される全国規模以上の各
種スポーツ大会に、予選会などを経て
出場される選手を対象に、激励金を交
付します。対象の大会や金額など、詳し
くはお問い合わせください。

スポーツ課　
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

あいとう地区公開講座

　井筒家磯七さん（いづつ薬局薬剤師）
による健康創作落語のほか、在宅介護
の取り組みの紹介、医療・介護相談、
介護用品紹介、超音波検査体験などが
あります。

10月31日㈭ 13:00～16:00
愛東支所
東近江市あいとう診療所　

　☎ 0749-46-8030　 0505-801-8030

し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

10月
５日㈯、６日㈰、12日㈯、13日㈰、
14日㈷、19日㈯、20日㈰、26日㈯、
27日㈰

クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎ 0748-23-0107
◆愛東・湖東地区の定期収集は、湖東
広域衛生管理組合（☎0749-35-4058）で
手続きをしてください。

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633

20日㈰は家族ふれあいサンデー

　毎月第３日曜日は家族ふれあいサン
デーです。高校生以下の子どもを含む家
族は「ふれあいカード」を持参すると、ふ
れあいカードの裏面に記載している施設
で入館料無料などの優待が受けられます。
※ 10月から３月までは湖東プールは対
象外となりますのでご注意ください。

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

toto助成金で備品を整備

　スポーツ振興くじ（toto）の助成によ
り、布引運動公園体育館の移動式バス
ケットゴール１対を更新しました。ショッ
トクロックを装
備し、バスケッ
トボール、ミニ
バスケットボー
ルのどちらも利
用できます。

スポーツ課
　☎ 0748-24-5674　 0505-801-5674

東近江市芸術文化祭イベント

新生ふるきゃら・ミュージカル
     「ドリーム工場」東北のプレタポルテ

10月12日㈯ 14:00開演
八日市文化芸術会館　※自由席
500円　※席不要の乳幼児は無料

チケット販売＝生涯学習課、八日市文化
芸術会館ほか
こどもフェスティバル
　子どもたちによるステージ発表です。

10月19日㈯ 13:00開演
八日市文化芸術会館　※自由席

秋のジャズナイト
　ジャズヴォーカリストの深尾多恵子さ
ん、サックス奏者の西村有香里さんをゲ
ストに迎えたジャズライブです。

10月30日㈬ 18:30開演
八日市文化芸術会館　※自由席
東近江市芸術文化祭実行委員会

（生涯学習課内）
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

手話通訳をご利用ください

　手話通訳者が蒲生支所に配置されま
す。各種手続きや相談にご利用ください。

10月から平成26年３月までの月２回
月曜日　いずれも10:00～12:00

10月 ７日・21日 11月 11日・18日

12月 ２日・16日 １月 ６日・20日

２月 ３日・17日 ３月 ３日・17日

蒲生支所
　☎ 0748-55-4883　 0505-801-4883
　FAX0748-55-1160
※上記以外の日時、または蒲生地区以
外で手話通訳が必要なときは、下記へ
ご連絡ください。

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 0505-801-5640　FAX0748-24-1052

キャッチフレーズは、
「紅一点じゃ、足りない。」
　この週間を機に、家庭で、職場で、
地域で、それぞれの個性と能力を
発揮できる「男女共同参画社会」を
築く一歩を踏み出してみませんか。

男女共同参画課
☎ 0748-24-5624　 0505-801-5624

10月13日㈰～20日㈰
パートナーしがの強調週間


