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姉妹都市への友好親善使節団員

①アメリカ合衆国ミシガン州マーケット市
８月28日㈰～９月５日㈪
180,000円程度　　 ８人

②韓国・場岩面
９月23日㈮～26日㈪
50,000円程度　　  ３人

◆①②共通
満18歳以上（４月１日現在）の市内在

住者で、健康かつ団体行動に協調でき
る人（ほかにも要件があります。）

５月27日㈮まで
※補助金はありません。燃油サーチャー
ジなどにより料金が変更になる可能性
があります。

東近江国際交流協会
　  050-5802-9606
　（電話受付：平日10:00～16:00）
　メール　hifa@e-omi.ne.jp

サマーホリデー指導員

　養護学校や特別支援学級に通う子ど
もたちが、夏休み期間中に市内６つの
会場で過ごす活動の運営、参加児童の
サポートなどをしていただく指導員を募
集します。※事前研修あり。出勤日は
相談に応じます。（時給800円）

市社会福祉協議会　☎ 0748-20-0555
　 050-5801-1125　 0748-20-0535

ウェルネス講座  受講生

①有酸素運動とヨガで健康に
５月11日㈬ 10:00～11:30　
500円

②簡単たのしく動くリズム体操
５月12日㈭ 10:00～11:30　
500円

①②共通 ヨガマット（バスタオル可）、
体育館シューズ、飲み物

ウェルネス八日市
  ☎ 0748-22-8800  050-5801-1137

滋賀県スペシャルスポーツ
カーニバル参加者

７月９日㈯
長浜バイオ大学ドーム（長浜市）
６月８日㈬まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 050-5801-5640　 0748-24-5693

東近江市民体育大会参加者

◆ビーチボール
６月５日㈰　 五個荘体育館
５月20日㈮まで

◆陸上
６月５日㈰　 布引グリーンスタジアム
５月20日㈮まで

◆柔道
６月12日㈰　 布引運動公園体育館
５月23日㈪まで

※参加資格など、詳しくはお問い合わ
せください。

スポーツ課　☎ 0748-24-5674
　 050-5801-5674　 0748-24-1375

布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生

①ストレッチエアロ（講師：今若公美さん）
５月13日、20日、27日、６月３日、10日、

17日、24日いずれも金曜日13：30～14：30
②シェイプアップダンス（講師：髙橋美紀さん）

５月７日、14日、21日、６月４日、18日、
25日　いずれも土曜日９：30～10：30

①②ともに１回につき500円
①②ともに16 歳以上

※事前申し込みは不要です。受講料は
当日お支払いください。

布引運動公園体育館
   ☎ 0748-25-2633  050-5801-2633

滋賀県民体育大会
東近江市予選会参加チーム

◆バレーボール
６月５日㈰　 蒲生体育館
市内在住者で編成した男女別９人制

　（高校生以下は除く。）
５月29日㈰まで

市バレーボール協会（奥村）
　☎  0748-23-2376

てんびんの里ふれあいウォーク参加者

コース：６km、９km
５月15日㈰８：30から（荒天中止）
五個荘中央公園スタート・ゴール
500円（小学生未満は無料）
５月11日㈬まで（※当日受付も可能）

五個荘コミュニティセンター
　☎ 0748-48-2737    050-5801-2737 
　 0748-48-6454

ファミリーウォークラリー参加者

　ウォーキングの後、ニュースポーツな
どをウォークラリー形式で楽しみます。

５月22日㈰９：00～12：00
布引グリーンスタジアム
80人程度（小学生以下は保護者同伴）

１人につき100円（当日徴収）
帽子、飲み物、汗拭きタオルなど
５月18日㈬まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674
　 050-5801-5674　 0748-24-1375

能登川駅自由通路 壁面広告主

　１日に約14,000人が利用する能登川
駅の自由通路に広告を出しませんか。
随時申し込みを受け付けています。掲
出場所などはお問い合わせください。

能登川駅自由通路
１平方メートルあたり１日100円

　（最長３年）
交通政策課　☎ 0748-24-5658

　 050-5801-5658　 0748-24-5692

全国戦没者追悼式への参列者

８月14日㈰、15日㈪
日本武道館（東京都）
原則として戦没者（原爆、一般戦災死

没者を含む。）の配偶者、子、父母、兄
弟姉妹、孫で県内在住者（２回目の参加
を希望する人、介助者の同行が必要な
人はお問い合わせください。）

50人程度　 5,000円程度
５月１日㈰～31日㈫

滋賀県健康福祉政策課援護係
　☎ 077-528-3514　 077-528-4850

ライフロング事業講座  受講生

八日市文化芸術会館
　☎0748-23-6862　 050-5801-6862
　 0748-23-6863
◆パソコン教室基礎入力コース

５月10日㈫、11日㈬、17日㈫、24日㈫、
　31日㈫ 19:30～21:30

湖東コミュニティセンター
15人（申し込み先着順）
4,000円（全５回）※教材費別途必要

◆初歩から学ぶ中国語会話基礎講座
５月11日㈬、25日㈬19:30～21:00
湖東コミュニティセンター

15人（申し込み先着順）
4,000円（年額／全20回）

◆男のヨガ入門
５月12日㈭、26日㈭14:00～15:30
八日市文化芸術会館　
500円

◆ゆる文字講座（基礎編・夜コース）
５月12日、26日、６月９日

　いずれも木曜日19:30～21:30
湖東コミュニティセンター
15人程度（申し込み先着順）
4,000円（全３回）※材料費別途必要

◆フォークダンス教室
５月13日、27日、６月10日、24日

　いずれも金曜日10:00～11:30
蒲生コミュニティセンター
16人程度（申し込み先着順）
2,000円（全４回）

◆デジタル写真入門
５月14日、28日、６月11日、25日

　いずれも土曜日10:00～12:00
八日市文化芸術会館
15人程度（申し込み先着順）
2,000円（全４回）

◆たのしい歌の講座
５月15日㈰ 14:00～15:30　
能登川コミュニティセンター
40人程度
500円

◆ハンドベル入門
５月17日㈫、31日㈫ 10:00～12:00　
八日市文化芸術会館
15人程度（申し込み先着順）
6,000円（年額／全12回）

◆フォークギター入門
５月24日㈫ 10:00～11:00　
蒲生コミュニティセンター
15人程度（申し込み先着順）
4,000円（年額／全８回）

◆体験アウトドアヨガ
５月27日㈮ 10:00～11:30　
能登川水車とカヌーランド
20人程度（申し込み先着順）
500円

◆きもの着せ方入門
５月28日、６月４日、11日

　いずれも土曜日 10:00～12:00　
八日市文化芸術会館
16人程度（申し込み先着順）
1,500円（全３回）

今月の相談今月の相談
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１回　
　限り、30分まで。
　相談時間は受
　付順

17日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）５月10日㈫８:30から

24日㈫ 13:00～15:30 能登川コミュニティセンター ２階学習室５
※電話予約受付（先着５人）５月17日㈫８:30から

31日㈫ 13:00～16:30 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着７人）５月24日㈫８:30から

登記・相続相談 20日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※司法書士による無料相談

行政相談
※行政相談委員
　による相談

11日㈬ ９：00～11：00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

18日㈬ 13：00～16：00 湖東コミュニティセンター １階 相談室

20日㈮ ９：30～12：00 市役所　市民生活相談室

24日㈫ ９：30～12：00 五個荘支所 １階相談室

25日㈬ ９：00～12：00 蒲生支所 ２階202会議室

一般相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00 市役所　市民生活相談室

消費生活相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00

消費生活センター（市民生活相談室内）
・相談専用電話　☎ 0748-24-5659

人権・男女共同参画課　☎ 0748-24-5620（直通） 050-5801-5620 0748-24-0217

特設人権相談

11日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所 ２階202会議室

18日㈬ 13:00～16:00
ショッピングプラザアピア　４階研修室 B

（八日市浜野町）
湖東コミュニティセンター １階 相談室

20日㈮ ９:00～12:00 能登川コミュニティセンター ２階 多目的室２

人権擁護委員
  の日

特設人権相談
６月１日㈬

９:00～12:00 永源寺支所、五個荘支所、愛東支所、
能登川コミュニティセンター、蒲生支所

13:00～16:00 ショッピングプラザアピア（八日市浜野町）、
湖東コミュニティセンター

男女共同参画
やすらぎ相談 20日㈮、27日㈮ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

福祉総合支援課　☎ 0748-24-5641（直通） 050-5801-5641　 0748-24-5693
家族介護者の会　介護者の悩み相談

ミモリの会
11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 地域密着型特別養護老人ホームきいと（五個荘山本町）

ほっとミルク
18日㈬

13:00～15:00 能登川保健センター
ほのぼの会 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

ちょっといっぷくの会 20:00～22:00 愛東コミュニティセンター
コスモスの会 20日㈮ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

男性介護者のつどい 21日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
カタクリの会 26日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター

ほほえみ 随時受付 能登川保健センター　☎ 0748-42-8702
成年後見制度の利用に関する電話相談（市委託事業）
東近江圏域成年後見サポート
センター　E－SORA（いいそら） 月～金曜日　９:00～17:00 ☎ 0748-46-8128

NPO法人まちの相談室よりそい 月・火・水・金曜日  ９:00～17:00 ☎ 0748-56-1085

子どもに
関する相談

月～金曜日 ８:30～17:15 こども相談支援課　☎ 0748-24-5663
　 050-5802-3275    0748-23-7501
・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）

夜間・休日
お薬相談窓口

夜間 21:00～９:00 東近江薬剤師会　☎ 0748-32-5530
薬剤師が夜間、休日に薬の困りごとに答えます。休日 終日

市民生活相談室　☎ 0748-24-5616
　 050-5801-5616　 0748-24-0217
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献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
５月11日㈬９:30～12:00、13:30～15:30
市役所本庁舎新館

※直接会場にお越しください。
※ 200ml については予定数に達した時
点で終了させていただきます。

健康推進課　☎ 0748-24-5646
　 050-5801-5646　 0748-24-1052

５月の休日歯科診療

３日㈷
住井歯科医院（東沖野３丁目）
☎ 0748-22-1290

４日㈷
木村歯科医院（八日市町）
☎ 0748-22-0234

５日㈷
井田歯科診療所（八日市金屋１丁目）
☎ 0748-23-4588

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎ 0748-20-2801

光化学スモッグに注意しましょう

　日差しが強く風の弱い日は「光化学ス
モッグ」が発生しやすくなります。光化
学スモッグ注意報が発令されたら、で
きるだけ外出を控えましょう。目や喉
に刺激や痛みを感じたら、うがいや目
洗いを十分にし、室内で休みましょう。
※症状が改善しない場合は早めに医療
機関を受診してください。

生活環境課　☎ 0748-24-5633
　 050-5801-5633　 0748-24-5692

ひがしおうみエコフリーマーケット
運営委員

　 今 年10月に開 催 予定のエコフリー
マーケットの企画および運営をしていた
だける委員を募集します。
任期＝平成29年３月31日㈮まで

20歳以上の市内在住者、打ち合わせ
（年３回程度）・出店者抽選会・フリー

マーケット当日に出席できる人
５月31日㈫まで
５人程度

ひがしおうみエコフリーマーケット
事務局（廃棄物対策課内）　
　☎ 0748-24-5636　 050-5801-5636　
　 0748-24-5692

子育て支援事業参加者

❶未就園児事業「親子みらいちゃんルー
ム」（内容：新聞紙あそび）

開催日 開催場所

５月20日㈮ ぷらざ三方よし

５月24日㈫
湖東コミュニティセンター別館

蒲生コミュニティセンター

５月27日㈮
南部コミュニティセンター

能登川スポーツセンター内武道館

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場30組（申し込み先着順）
水筒、着替え、タオル、新聞紙１日分
５月２日㈪から

❷のびのび親子の教室
　「お母さんといっしょ」
　お母さん同士や保育士と一緒に、子
どもの気持ち・発達を理解して、子育
てが楽しくなるような子どもとの関わり
方を見つけます。（全４回）
◇八日市保健センター

６月７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫
◇湖東保健センター

６月９日㈭、16日㈭、24日㈮、30日㈭
◇能登川保健センター、蒲生コミュニ
ティセンター

６月９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成26年６月～12月生まれの子と母親
各会場10組（申し込み先着順）
５月９日㈪から

上記❶❷の申し込み・問い合わせ先
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

手話体験講座受講生

６月７日㈫、14日㈫、21日㈫全３回
　いずれも10：00～12：00

五個荘コミュニティセンター
市内在住または在勤で初めて手話を

学ぶ人、または学習経験が１年未満の人
30人（申し込み先着順）
540円（テキスト代）
５月20日㈮まで

障害福祉課　☎ 0748-24-5640
　 050-5801-5640　 0748-24-5693

ファミリー・サポート・センター会員
養成講座受講生

　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、
地域で子育てを応援します。協力会員・
両方会員を養成する講座を開催します。

（全２日間受講、子育てサポーター養成
講座と合同）
※依頼会員はファミリー ･ サポート･ セ
ンターにて随時登録できます。その際は
印鑑をお持ちください。

開催日時 内容

６月15日㈬
９:40～14:30

・オリエンテーション
・子育て支援の現状と求め
　られるサポーター
・子どもの病気、けが、事
　故の予防と対応

６月16日㈭
９:40～16:00

・子どもの心と体の発達と
　遊び
・子どもの栄養と食生活
・普通救命講習

※受講時の託児あり（事前申し込みが
必要）

能登川コミュニティセンター
印鑑、筆記用具
６月10日㈮まで

ファミリー・サポート・センター
　☎ 0748-22-8202　 050-5801-1135
　 0748-23-5095

東近江市行政改革推進委員会委員

　本市行財政改革計画の進行管理や改
革の推進に関する重要事項について審
議していただきます。委員は学識経験
者など13人以内で構成します。
任期：３年　

４月１日現在、満20歳以上の市内在
住者で市の行政改革に関心をもち、幅
広い視野で建設的な意見、提案をして
いただける人。（議員や公務員は除く。）
※本年度は平日３回程度の会議に出席
していただきます。

４人　 ５月27日㈮ 17:00 まで
※企画課や各支所に設置または市ホー
ムページからダウンロードした応募用紙
に必要事項を記入し、市の行政改革に
ついての意見、提案を800字以内でま
とめた意見書（様式あり）を添えてお申
し込みください。※応募の中から選考
させていただきます。

企画課　☎ 0748-24-5610
　 050-5801-5610　 0748-24-1457
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■広報ひがしおうみ配布のご案内
　毎月１日、新聞折込で配布しています。
また、市内の公共施設に設置している
ほか、東近江スマイルネットのデータ放
送、市ホームページで閲覧できます。　　
　設置している公共施設などについて、
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。

■本市の人口（平成28年４月１日）
　人口：115,203人（－34）
　男性：57,147人（－44）
　女性：58,056人（＋10）
　世帯数：42,629世帯（＋176）
　※（　）内は前月比

■編集後記　

新緑のまぶしい季節となってきました。
若葉を見ていると気持ちまでもが初々
しく感じ、新鮮な思いがします。
新たな年度が始まって１か月、五月病の
声が聞こえてくる時期です。
若葉の下でゆっくりお弁当を食べたりし
ながら、気持ちのリフレッシュをしてみ
てはいかがでしょうか。（Ｔ）

平成28年５月１日発行
（通巻136号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆伊勢志摩サミット警備へのご理解と
ご協力をお願いします。
　今月26日～ 27日の２日間、三重県伊
勢志摩地域において第42回主要国首脳
会議（伊勢志摩サミット）が開催されます。
　期間中は会場周辺や三重県方面へ向
かう道路で検問や交通規制などが行わ
れますのでご協力をお願いします。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

ごみゼロ大作戦

　滋賀県が提唱する「ごみゼロの日」（５
月30日）に合わせた一斉清掃です。多く
のボランティアの参加をお願いします。

５月29日㈰９:00から（雨天中止）
愛知川河川敷（愛東地区）

　※愛東支所前駐車場集合
廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636

　 050-5801-5636　 0748-24-5692

５月のし尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

　

５月
１日㈰、３日㈷、４日㈷、５日㈷、
７日㈯、８日㈰、14日㈯、15日㈰、
21日㈯、22日㈰、28日㈯、29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
　 050-5801-5633　 0748-24-5692

６月１日は「人権擁護委員の日」

　人権擁護委員（下表、敬称略）は、
法務大臣から委嘱され、人権相談など
の活動をしています。また、人権擁護
委員の日に合わせ、６月１日㈬には特設
人権相談を開設します。（日時、場所は
16ページに記載）　

氏　名 住　所 電話番号
谷　　明美 市辺町 0748-22-5064
加川　泰正 八日市町 0748-23-5323
日永　清惠 大森町 0748-23-4192
山田　幸平 中小路町 0748-22-3019
山中多美枝 聖徳町 0748-22-6361
西村　惠子 今堀町 0748-23-2643
山川平兵衛 山上町 0748-27-0883
久田　幸子 高木町 0748-27-1549
小杉　孝子 五個荘竜田町 0748-48-2007
奥井　和義 五個荘塚本町 0748-48-2272
山本　　清 百済寺本町 0749-46-0895
松岡　和幸 平尾町 050-8034-8242
植田たみ子 愛東外町 0749-46-1770
西久保茂雄 池庄町 0749-45-0715
小川　正道 小八木町 0749-45-1782
大林惠美子 小田苅町 0749-31-3032
　田　喜良 林町 0748-42-2297
荻野　　忍 川南町 0748-42-2735
村川くに子 小川町 0748-42-1414

居　田ひろみ 新宮町 0748-45-0404
大塚マサ江 大塚町 0748-55-1787
嶋村　愼一 鋳物師町 0748-55-0926
望田　　哲 綺田町 0748-55-1797

人権・男女共同参画課　☎ 0748-24-5620
　 050-5801-5620　 0748-24-0217

15日㈰は家族ふれあいサンデー

　18歳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。

生涯学習課　☎ 0748-24-5672
　 050-5801-5672　 0748-24-1375
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