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

鬼の凧展
２月18日㈫まで
入館料（一般300円、小中学生150円）

ひな人形の凧展
　ひな祭りにあわせて、男

お

雛
びな

、女
め

雛
びな

、三
人官女、五人囃

ばや

子
し

の凧を展示します。
２月20日㈭～３月17日㈪
入館料（一般300円、小中学生150円）

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

西堀榮三郎コレクション展「西堀榮三郎
が愛したカメラと天文」
　小学生の頃から写真に興味を抱いた
榮三郎は生涯にわたり数多くの写真を遺

のこ

しました。今回は、宇宙の神秘に魅せら
れていた青年時代の資料を公開します。

７月13日㈰まで
アクティブ写真講座
　カメラの疑問を一つひとつ解き明かし
ながら、物事を見る力も養います。

２月８日㈯・22日㈯ 14:00～16:00
マニュアル機能搭載のデジタルカメラ、

取扱説明書

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

有酸素運動とヨガで健康に
２月19日㈬10:00～11:30　 500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
２月５日㈬・26日㈬ 10:00～11:30
500円

音楽の散歩道
　よし笛とギター（はなちゃんず）

２月13日㈭ 10:00～11:45　 500円
簡単！リズム体操

２月20日㈭・27日㈭ 10:00～11:30
300円

糸あやつり人形劇団みのむし「赤ずき
んちゃん」

２月23日㈰ 11:00開演（10:30開場）
前売800円（当日1,000円）※全席自由

親子で楽しくリトミック
２月26日㈬ 10:00～11:00
３歳以下の幼児と保護者
１組300円

２ 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

12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）２月５日㈬ 8:30から

18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）２月10日㈪ 8:30から

25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）２月18日㈫ 8:30から

登記・相続相談
※土地家屋調査　　
　士による相談

21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

４日㈫ ９:00～12:00 能登川保健センター　１階相談室
６日㈭ ９:00～12:00 永源寺地域産業振興会館 ３階303号室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室
18日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室
20日㈭ 13:30～16:00 湖東支所　１階自治振興室
26日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階201会議室
28日㈮ ９:30～12:00 市役所　２階２Ｃ会議室

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　 0505-801-5620

特設人権
なんでも相談
※人権擁護委員
　による相談

12日㈬ ９:00～12:00
永源寺地域産業振興会館　１階相談室
五個荘支所　１階相談室

13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室２
18日㈫ 13:00～16:00 市役所　３階３Ｂ会議室

いきいき支援課　☎ 0748-24-5641　 0505-801-5641
家族介護者の会　介護者の悩み相談

ミモリの会
12日㈬ ９:30～11:30

高齢者やすらぎ交流ハウス（八日市上之町）
じゃがいもの会 五個荘コミュニティセンター

ほのぼの会 17日㈪ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
カタクリの会

19日㈬
10:00～12:00 鈴鹿の里コミュニティセンター

ほっとミルク 13:00～15:00 能登川保健センター
ちょっと、いっぷくの会 19:30～21:30 愛東コミュニティセンター

カタクリの会 27日㈭ 10:00～12:00 永源寺地域産業振興会館
コスモスの会 28日㈮ 10:00～12:00 愛東支所

ほほえみ 随時受付 能登川保健センター 　☎ 0748-42-8702

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 ３日㈪、14日㈮
28日㈮ ９:00～12:00 予約が必要

男女共同参画課　☎ 0748-24-5624

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

※上表の中で、祝日・休日は実施していません。

水道管の凍結にご注意ください ●凍結を防ぐには…むき出しになってい
る水道管は、発泡スチロール製の保温
材や布類で巻いて保温してください。
●もし、凍結したら…水道管に布やタオ
ルを巻き、ゆっくりとぬるま湯をかけて
溶かしてください。
●もし、破裂したら…メーターボックス内
の止水栓を閉め、指定の給水装置工
事事業者に修理を依頼してください。

　夜間の厳しい冷え込みにより、水道管
が凍結し、破裂する恐れがあります。水
道管がむき出しの部分や、屋外で寒気に
直接触れる場所はご注意ください。

東近江市水道事業所 
　☎ 0748-22-2061　 0505-801-2061
　愛知郡水道事業所（愛東・湖東地区）
　☎ 0749-46-0168　 0505-801-0900



11　広報ひがしおうみ　2014.2.1

ライフロング事業 講座受講生

男のヨガ入門（１日無料体験）
２月６日㈭ 14:00～15:15
南部コミュニティセンター

講演会「一語一画～いちごいちえ～届け、
この一筆にかけた想い！」
講師：伊藤潤一さん（書家）

２月９日㈰ 13:30～15:00
八日市文化芸術会館　 60人

◇関連イベント　伊藤潤一書展「一語
一画～いちごいちえ～」
　市内小学生の書き初めも展示します。

２月７日㈮～９日㈰
八日市文化芸術会館

男のヨガ入門
２月13日㈭ 14:00～15:15
八日市文化芸術会館　 500円

つぶつぶ雑穀料理教室
２月18日㈫ 10:00～13:30
湖東コミュニティセンター
15人（申し込み先着順）　 2,000円

収納アドバイス講座
（居間・和室・押入れ編）

２月28日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館

講演会「唄の力、言葉の力、生きる力～見つ
めようふるさとの自然、三線の音楽とともに」
講師：三

さんしん

線☆筆
ひったー

人ふみんちゅ ほか
３月２日㈰ 13:30～15:00
湖東コミュニティセンター　 150人

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

未就園児事業「親子みらいちゃんルーム」

つくって遊ぼう（簡単なおもちゃ作り）

開催日 開催場所

２月19日㈬ 湖東コミュニティセンター別館

２月21日㈮
蒲生コミュニティセンター

やわらぎホール

２月26日㈬ ぷらざ三方よし

２月28日㈮ 南部コミュニティセンター

いずれも10:00～11:30
各会場50組（申し込み先着順）
平成22年４月～平成23年５月生まれ

の子とその親
水筒、タオル、着替え、トイレットペー

パーの芯（子ども１人につき１個）
２月３日㈪から

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

文学教室受講者

　日本古来の伝統的文学を専門家が指
導します。受講日程や会場などは、申し
込み後に受講者と調整して決定します。
部門：短歌・俳句・冠句・連句・詩

月１回程度
市内のコミュニティセンターを予定
月1,000円程度　 市内在住の人
２月28日㈮までに、市内の各コミュニ

ティセンターに設置の申込用紙または電
話で申し込んでください。

東近江市文学会
　☎ 0748-22-3008（山田）

自衛官等採用試験

項目・対象 試験日
①一般幹部候補生
・大卒、院卒者（見込含）
・22歳以上26歳未満

５月10日㈯
飛行要員は
５月11日㈰

②予備自衛官補
一般：18歳以上34歳未満
技能：18歳以上55歳未満

４月11日㈮
　～15日㈫
いずれか１日

①４月25日㈮まで
　②４月２日㈬まで
※詳しくはお問い合わせください。

自衛隊近江八幡地域事務所
　☎ 0748-33-2103

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

第106回企画展「バタバタ」にのって. . .
－ちょっと昔の道具たち－

２月16日㈰まで

　自然とのふれあいの中での農作業体験を通じ、農業への理解を深める場、心身
のリフレッシュの場としてご利用ください。

◆利用期間＝平成26年４月１日～平成27年３月31日　◆所在地＝鈴町1522番地
２月20日㈭まで　※応募多数の場合は抽選により決定します。

※利用にあたっては、別に定めるファームトピア蒲生野条例に基づくものとします。
農林水産課　☎ 0748-24-5561　 0505-802-9020

ファームトピア蒲生野市民農園（いきいき農園）区画利用者

区画の種類 面積 区画数 使　用　料
小区画 35㎡ 100区画 市内居住者13,800円、市外居住者15,000円

中区画 70㎡ ８区画 市内居住者23,000円、市外居住者25,000円

大区画 325㎡ １区画 市内居住者57,500円、市外居住者62,500円

　2014年東近江大凧まつり当日や関連事業に
おいて、イベントを盛り上げていただく“風の女神”
を募集します。
18歳以上（平成26年４月１日現在。ただし高

校生は除く）の健康で明朗な女性。かつ、東近
江大凧まつりや東近江大凧に関心のある人。
２人
３月７日㈮までに所定の用紙で申し込んでく

ださい（郵送可）。応募用紙は市ホームページか
らもダウンロードできます。

大凧まつり実行委員会事務局
　（観光物産課内）☎ 0748-24-5662　 0505-801-5662

風の女神2014年東近江大凧まつり

東近江大凧まつりでは、レ
インボー大使も加わった４
人が、風の女神として活躍
します。
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自動交付機が一時利用できません

　新庁舎の電気切替工事のため、本庁・
各支所の自動交付機が一時利用できま
せん。ご不便をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

２月11日㈷８:30～14:00
市民課

　☎ 0748-24-5630　 0505-801-5630

し尿業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

２月
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
11日㈷、15日㈯、16日㈰、22日㈯、
23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。

し尿汲取手数料が改正されます
　消費税・地方消費税が８％に改正
されることを受けて、平成26年４月１
日収集分から、し尿汲取手数料が次
のとおり改正されます。みなさまのご
理解とご協力をお願いいたします。

◇八日市・永源寺・五個荘・能登川・
　蒲生地区

18ℓあたり236円（内税方式）
八日市布引ライフ組合

　☎ 0748-22-0465

◇愛東・湖東地区
１ℓあたり12円22銭＋消費税分８％

（外税方式）
湖東広域衛生管理組合

　☎ 0749-35-4058

生活環境課
　☎ 0748-24-5633　 0505-801-5633

市立学校体育館などの利用登録

　４月以降に市内小中学校の体育館、
グラウンド、武道場などの使用を希望さ
れる団体は、利用団体登録書を提出し
てください。あわせて３月に各地区で開
催する講習会への参加が必要です。

２月21日㈮まで（郵送可）
※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

住宅用太陽光発電システム設置
奨励金の申請期限は３月10日です

　市では、住宅用太陽光発電システム
（10kW未満が対象）の設置に対して奨
励金を交付しています｡奨励金の申請は、
３月10日㈪までに行ってください。
◎次のことにご注意ください。
●申請に必要な ｢電力受給契約のご案
内｣ は、受給開始日から２週間程度か
かります。
●申請期限を過ぎると、受給開始日が平
成26年3月31日までのものは､ 来年度の
対象にもなりません。
※詳しくは、市ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

新エネルギー政策室
　☎ 0748-24-5570　 0505-802-9950

手話サロン「聴覚障がい者と民生
委員児童委員の学習会＆交流会」

　聴覚障がい者の暮らしや手話について
理解を広め、地域のつながりが災害時な
どの大きな支えになることを学びます。

３月３日㈪ 10:00～15:00
能登川コミュニティセンター
市内在住で、聴覚に障がいのある人
500円（昼食代）
２月24日㈪まで

※手話通訳がつきます。筆記通訳が必要
な場合は、申し込み時にお伝えください。

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

子ども医療費受給券の申請

　本市には、小学１～３年生の児童を
対象にした医療費助成制度があります。
　助成を受けるためには事前に申請が
必要です。対象となる児童の保護者に
は、２月上旬に申請書を郵送しますので、
２月21日㈮までに提出してください。
※ほかの医療費助成などを受けている
人は、対象にならない場合があります。
ご不明な点はお問い合わせください。

自己負担

外来 原則１医療機関あたり
月額500円

入院
日額1,000円
※月額自己負担額
　14,000円まで

所得制限 なし

助成方法 医療機関で受給券（藤色）と
保険証を提示してください。

※申請いただいた人には、３月中旬に受
給券を郵送します。

保険年金課
　☎ 0748-24-5631　 0505-801-5631

16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。
※２月の対象外施設：湖東プール

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672

　家畜伝染病予防法の対象となる家畜を飼育している人は、愛玩動物（ペット）
であっても毎年２月１日時点の飼育状況などについて報告書の提出が必要です。
報告対象家畜および頭（羽）数

●新たに上記の家畜を飼育された人など、報告が必要な人は、農林水産課まで
お問い合わせください。
●上記の頭（羽）数を超える家畜を飼育している人は、滋賀県家畜保健衛生所（☎
0748-37-7511）へお問い合わせください。

農林水産課　☎ 0748-24-5660　 0505-801-5660

家畜やペットを飼育されている人へ

家畜の種類 頭（羽） 報告期限
牛、水牛、馬 １頭

２月28日㈮まで
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし ６頭未満
鶏（しゃも、ちゃぼ、うこっけいを含む）、あひる（まがも
を除くかも類を含む）、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥

100羽未満
４月30日㈬まで

だちょう 10羽未満
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　市では、昨年６月中
旬に、子宮頸がん・乳
がん・大腸がんの無料
検診対象者あてに「が

ん検診無料クーポン券」を郵送して
います。
　使用できる医療機関や利用方法
など詳しくは、クーポン券に同封の

「がん検診手帳」をご確認ください。
《がんで命を落とさないためにも、
検診を受けましょう》
※市外に転出された場合は、無料
クーポン券は利用できません。

健康推進課
　☎ 0748-24-5646
　 0505-801-5646

利用期限は３月末！
がん検診無料クーポンを使って

検診を受けましょう

児童手当の支給日

２月10日㈪は児童手当の支給日です。
　金融機関によって振り込みの時間帯
が異なります。
　中学校修了前のお子さんを養育し、
受給資格のある人で、申請をお忘れの人
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
請が必要です。
　申請が遅れると支給開始月が遅れま
す。出生・転入の届けにあわせて忘れ
ずに手続きを行ってください。

こども家庭課
　☎ 0748-24-5643　 0505-801-5643

ガールスカウト見学会

　キャンプや野外活動、ボランティア活
動などに取り組んでいるガールスカウトの
見学会です。団員、指導者も募集します。

２月９日㈰、23日㈰９:30～12:00
八日市コミュニティセンター
４月から年長児、小中学生、高校生

になる女子。指導者として協力いただけ
る、18歳以上の人。

ガールスカウト滋賀第19団
　☎・FAX 0748-22-1354（上坂）

平成26年５月検針分から
上下水道料金が変わります

　４月から消費税・地方消費税が８％に
改正されることを受けて、本市の上水道・
簡易水道の料金および加入金と、公共
下水道・農村下水道の使用料を改定さ
せていただくことになりました。
　今回の改定は、消費税率が変わること
によるものですが、事業の効率化や経費
節減を図りながら適正な業務運営に努め
ていきますので、利用者のみなさんのご
理解をお願いします。

水道課（上水道・簡易水道）
　☎ 0748-22-2061　 0505-801-2061

下水道課（公共下水道）
　☎ 0748-24-5665　 0505-801-5665

農村下水道課（農村下水道）
　☎ 0748-24-5626　 0505-801-9918

「食べる」を考えるつどい

講演「直売所によって地域が
どう変わったか」
講師：おおむら夢ファーム
シュシュ（長崎県）山口成美さん
事例報告
あいとう直売館
JAグリーン近江　特産振興課
◆お楽しみ抽選会もあります。

２月23日㈰９:45～12:00
てんびんの里文化学習センター
農林水産課

　☎ 0748-24-5573　 0505-802-9961

保育所就職フェア

　市内の公立・民間保育園への就職を
希望する学生や一般求職者を対象とし
た就職フェアです。

３月１日㈯
出展ブース（10:00～12:00）
　公立・民間保育園が出展し、各園を
紹介します。
各施設見学会（13:00から）※希望者のみ

湖東ひばり幼児園
市内の公立・民間保育園への就職を

希望する、保育士・看護師・調理師。
※卒業見込みの人も含みます。

幼児課
　☎ 0748-24-5647　 0505-801-5647

障がいがある人への手当制度

特別障害者手当（月額26,080円）
20歳以上の在宅重度障がい者で、

常時特別な介護を必要とされる人。（お
おむね障害基礎年金の１級程度の障が
いが２つ以上重複しているのと同程度
の障がいがある人）
※施設入所者や入院中の場合を除く。
障害児福祉手当（月額14,180円）

20歳未満の在宅重度障がい児で、
日常生活が著しく制限され、介護が必
要な状態の人。（おおむね、療育手帳が
最重度、または、身体障害者手帳１級
あるいは２級の一部の人）
※施設入所中の場合を除く。
特別児童扶養手当

（月額 １級：50,050円・２級：33,330円）
身体または精神に中度以上の障がい

のある20歳未満の児童を在宅で養育し
ている人（保護者など）。
※施設入所中の場合を除く。
◎申請の際は、次のことにご注意ください。
●診断書など、障がいの程度が確認で
きるものが必要です。
●いずれの手当も、本人または配偶者、
扶養義務者の所得や公的年金受給によ
る制限があります。
●支給月額は改定になることがあります。

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

市民ギャラリー

德永信子・祥子、大橋嘉江
アート三人展

２月３日㈪～13日㈭
能
のう

繖
さん

会（伊庭貞一ほか）能面展示
２月３日㈪～27日㈭

八日市フォトクラブ写真展
２月17日㈪～27日㈭
市役所１階ロビー

市民ギャラリーを休止します
　市役所本庁舎の耐震工事により、
平成26年５月から市民ギャラリーを休
止します。休止にともない、平成26
年度の市民ギャラリー出展者は募集
しませんのでご了承ください。

生涯学習課
　☎ 0748-24-5672　 0505-801-5672


