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≪お願い≫公共機関にお電話いただく際には、市外局番など番号の確認をお願いします。

◎記号説明　 （日時）、 （場所）、 （対象）、 （定員）、 （費用）、 （持ち物）、
　　　　　　 （申込み）、 （問合せ）、 （IP電話）、 （ファックス）

＊費用の記載がないものは無料
＊施設の休館日、開館時間などは各施設にお問い合わせください。

歴史に親しむ講座
「雪野山古墳の時代」　受講者

　雪野山古墳の時代（３～４世紀）の最
新の研究成果を学ぶ講座です。

　各回13：30～15：00
能登川博物館　集会ホール
各回100人（応募多数の場合抽選）
開催日の１週間前までに往復はがき

またはメールでお申し込みください。
埋蔵文化財センター  ☎0748-42-5011　　

　 050-5801-5011　 0748-42-5816
〒 521-1225　東近江市山路町2225
yukinoyama.kofun@city.higashiomi.shiga.jp

創業を目指す女性シンポジウム
参加者

◆創業を目指す女性200人集まれ！in
東近江市
　創業をめざす女性がやりがいを持っ
て社会で活躍するために、安

あ べ

倍昭
あ き え

恵総
理夫人を講師に招いて開催します。女
性の活躍の場を応援する交流会や相談
会も併せて開催します。

11月15日㈫13:00～17:00
八日市ロイヤルホテル（妙法寺町690）
創業を目指す女性や創業間もない女性
200人（申込み先着順）　 500円
市役所および各支所や商工会などに

設置している参加申込書に必要事項を
記入のうえ、10月31日㈪までに東近江
市商工会へファックスまたはメールでお
申し込みください。

東近江市商工会
　☎ 0749-45-2571　  077-569-5304
　higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp

ハロウィンパーティー　参加者 　　

　ゲームありお菓子のプレゼントありと
みんながワクワクする内容が盛りだくさ
んです。仮装してご来場ください。

10月30日㈰ 13:30～15:30
太子ホール（八日市町12-12）
60人（申込み先着順）
500円（軽食代込み）

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

布引運動公園体育館
フィットネス教室無料体験会 参加者

◆ 65歳から健康づくり教室
　（講師：坂

さかなし

梨裕
ひ ろ み

美さん）
10月15日㈯13：30～14：30
布引運動公園体育館　武道場
概ね65歳以上　
25人（申込み先着順）　

※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

魚のさばき方教室　参加者

10月22日㈯13：00～15：00
能登川コミュニティセンター
20歳以上　 18人（初めての人優先）
1,000円（材料費代）
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３日㈪～８日㈯（ 電 話 受 付９：00

～15：00）※５日㈬は休場日
八日市公設地方卸売市場

　☎ 0748-23-6671　 050-5801-1136

ウェルネス講座　受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
10月12日㈬10：00～11：30　 500円

◆簡単たのしく動くリズム体操
10月27日㈭10：00～11：30　 500円

◆ウエルネス文化祭
10月23日㈰10：00～15：00

作品展示、発表、無料体験コーナー（水
墨画、水彩画、お茶席、ミニアレンジ、ビー
ズ、ネイル、パッチワークなど）、模擬店、
抽選会があります。

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

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：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内
武道館

10月20日㈭ 蒲生体育館

10月21日㈮
ウエルネス八日市

湖東体育館

10月25日㈫ さくらんぼ幼児園

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３日㈪から

❷親子の絆づくり「赤ちゃんがきた！」
　０歳児を初めて育児する母親のため
の仲間・絆・学びのプログラム。赤ちゃ
んとの接し方や親になる心構えなどを
学びます。（全４回）
◇八日市保健センター

11月２日㈬、９日㈬、16日㈬、24日㈭
◇湖東保健センター

10月27日㈭、11月４日㈮、11日㈮、18日㈮
◇蒲生コミュニティセンター、能登川保
健センター

10月27日㈭、11月４日㈮、10日㈭、17日㈭
　※各会場いずれも10:00～12:00

平成28年６月～９月生まれの子と母親
各会場10組（申込み先着順）
864円（テキスト代）
10月３日㈪から

❸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、イヤイ
ヤ期の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

11月29日㈫、12月６日㈫、13日㈫、20日㈫
◇湖東保健センター

11月30日㈬、12月７日㈬、14日㈬、21日㈬
◇蒲生コミュニティセンター、能登川保
健センター

12月１日㈭、８日㈭、15日㈭、22日㈭
　※各会場いずれも10:00～11:30

平成26年12月～平成27年６月生まれ
の子と母親

各会場10組（申込み先着順）
10月24日㈪から

上記❶❷❸の申込み・問合せ先
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

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
◆巡回男のヨガ入門体験講座

10月６日㈭ 14:00～15:00
能登川コミュニティセンター
20人　 400円

◆西アフリカの太鼓：シャンベ入門
10月12 日、26日、11月９日、16日、　12月７日、

　14日　いずれも水曜日 10:00～11:45
八日市文化芸術会館
10人　 3,000円（全６回）

◆男のヨガ入門
10月13日㈭、27日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

◆たのしい歌の講座
10 月16日㈰ 14:00～15:30
能登川コミュニティセンター
50人　 500円

◆親子のＡＢＣ
10 月18日㈫ 10:00～10:45
蒲生コミュニティセンター
未就園児と保護者
20組　 5,000円（全10回）

◆ウクレレ入門～秋コース
10月18日㈫13:30～15:00
八日市文化芸術会館
15人　 5,000円（全８回）

◆南米の楽器：サンポーニャ入門
10月19日、26日、11月９日、16日、30日、

　12月14日  いずれも水曜日10:00～11:45
八日市文化芸術会館
10人　 3,000円（全６回）

◆第５回大人の音楽脳トレ
10 月21日㈮ 10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人　 500円

◆きもの着付け入門
10月22日、29 日、11月12日、19日

　いずれも土曜日 10:00～12:00
能登川コミュニティセンター
16人　 2,000円（全４回）

※ほかにも秋から始まる各種講座を募集
中です。詳しくはお問い合わせください。

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

11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）10月４日㈫８:30から

18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）10月11日㈫８:30から

25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）10月18日㈫８:30から

登記相談 21日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※土地家屋調査士による無料相談（登記・測量）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

12日㈬
９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター３階 302 会議室
９:30～12:00 能登川コミュニティセンター２階多目的室１

21日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室
26日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階 202 会議室

行政なんでも
相談所 26日㈬ 13：30～16：00

（受付13：00～15：30）

ショッピングプラザアピア　４階情報プラザ
（八日市浜野町）

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 永源寺支所　１階相談室
12日㈬ ９:00～12:00 五個荘支所　１階相談室
13日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　ボランティア活動室

19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）

男女共同参画
やすらぎ相談 14日㈮、27日㈭ ９:15～12:30 市役所　本庁舎新館（※予約が必要）

市民税課　☎ 0748-24-5604（直通）　 050-5801-5604　 0748-24-5577
税に関する
無料相談会
（予約制）

21日㈮ 13：30～16：30 市役所　本庁舎新館212会議室
※電話予約受付（先着６人）10月７日㈮８:30から

税理士が各種税に関することや申告の相談に応じます。（※相談時間は１人30分以内）

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
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 地域密着型特別養護老人ホームきいと（五個荘山本町）
男性介護者のつどい 15日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

ほのぼの会
19日㈬

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 21日㈮ 10:00～12:00 湖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）

行政書士相談
（予約制） 12日㈬ 13:00～15:30

八日市コミュニティセンター
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（貝沼） ☎ 0748-23-6213

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

開催日 講座内容

10月
29日㈯

「古墳時代の政権交替ー湖
東と播磨ー」 大阪大学助教  
中
な か く ぼ

久保辰
た つ お

夫さん

11月
6日㈰

「雪野山古墳とヤマト王権」 
明治大学教授 佐々木憲

けんいち

一さん

11月
12日㈯

「３・４世紀 東アジアの王と
クニグニ」  滋賀県立大学教授 
田中俊

としあき

明さん

平成29年
１月
21日㈯

「東松山市の三角縁神獣鏡」 
東松山市埋蔵文化財センター
副所長 佐藤幸

さ ち え

恵さん
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児童手当の支給日

◆ 10月７日㈮は児童手当の支給日です。
　金融機関により振り込まれる時間が
異なりますので、ご注意ください。
　また、中学校卒業までのお子さんを
養育し、受給資格がある人で、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。
　申請が遅れると手当を受給できない
期間が生じますので、忘れず手続きをし
てください。

こども家庭課　☎ 0748-24-5643
　 050-5801-5643　  0748-23-7501

第27回ひがしおうみ
エコフリーマーケット

　ご家庭で不要になったもの、環境を
考えて手作りしたものを販売します。

10月16日㈰ 10：00～15：00（雨天中止）
市役所本庁舎駐車場

※当日は使用済小型家電の回収を市役
所東庁舎駐車場で行います。回収品目
はパソコンと周辺機器です。（雨天決行）

廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636
　 050-5801-5636　 0748-24-5692

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

10月
１日㈯、２日㈰、８日㈯、９日㈰、
10日㈷、15日㈯、16日㈰、22日㈯、
23日㈰、29日㈯、30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

市民ギャラリー

中西編物教室（ニット）
10月４日㈫～28日㈮

パペーメルトリー（ネンド作品展）
10月４日㈫～28日㈮
生涯学習課　☎ 0748-24-5672

　 050-5801-5672　  0748-24-1375

英語スピーチコンテスト

　英語に関心を寄せる小・中学生や高
校生が、日ごろの学習成果を発表でき
る機会として「東近江・小中高生英語ス
ピーチコンテスト」を実施します。出場
者全員に図書カードを贈呈します。　

11月19日㈯ 13:00～15:00
太子ホール（八日市町）
市内在住または市内在学で、英語を

母国語としない小学生・中学生・高校生
11月10日㈭必着。 小学生部門は課

題英文（各学校に配布）を暗唱で発表。
中学・高校生部門はスピーチ原稿を添
付して応募のこと。テーマは自由

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

献血にご協力ください

◆全血献血（200ml、400ml）
10月23日㈰10:00～11:30、13:30～15:00
ふれあい運動公園
11月３日㈷９:45～12:30、13:30～15:00

湖東支所
※いずれも予約不要です。直接会場に
お越しください。200ml献血は予定数
に達した時点で受付を終了します。

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

「うちエコ診断」「省エネ・節電提案会」

　” 家庭のエコ ” をアドバイスする「うち
エコ診断」の受診者を募集します。
　環境省認定の資格を持つ「うちエコ
診断士」が自治会や地域に出向き、各
家庭に合った省エネ・節電対策のアドバ
イスを無料で行います。実験器具を用
いたお子様向けのエネルギー体験やパ
ネル展示を同時に行うことも可能です。

「省エネ・節電提案会」の開催を希
望される自治会、企業および「うちエコ
診断」の受診を希望される個人

12月中旬まで
滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

☎ 077-569-5301　  077-569-5304
ondanka@ohmi.or.jp

道の駅奥永源寺渓流の里
開駅１周年記念イベント

　昨年10月10日にオープンした道の駅
の開駅１周年のお祝いと日ごろの感謝
を込めて開駅１周年記念イベントを開催
します。飲食バザー、ステージイベント、
政所茶のＰＲイベントなど盛りだくさん
な内容です。

10月８日㈯～10日㈷ 10：00～16：00
道の駅奥永源寺渓流の里

　☎ 0748-29-0428　 050-8036-0670
　 0748-29-0428

16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および

「湖東プール」で入館料無料などの優待
が受けられます。
■ 10月の対象外施設
クレフィール湖東「至福の湯」

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

10 月の休日歯科診療

10日㈷
おがわ東歯科（佐野町）
☎ 0748-42-8191

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

しらしがメール

　滋賀県では、防災や防犯などの身の
回りの危険に関する情報を電子メール
で配信しています。あらかじめユーザ登
録することで、お手持ちの携帯電話や
パソコンに情報をお届
けします。
　 二 次 元 バーコード
ま た は 下 記 のURLか
ら登 録 画 面 に 進 み、
entry@pref.shiga-info.jp へ空メールを
送信してください。

滋賀県情報政策課
　☎ 077-528-3381　  077-528-4839
　http://www.pref.shiga-info.jp

■編集・発行　東近江市企画部広報課
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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、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９月１日）
　人口：115,191人（－26）
　男性：57,163人（－24）
　女性：58,028人（－2）
　世帯数：42,876世帯（＋2）
　※（　）内は前月比

■編集後記
秋の行楽シーズン。今年は一風変わっ
た旅をしてみませんか。市公式フェイス
ブックページ「東近江ジャーニー」では、
鈴鹿から琵琶湖まで市内に散りばめら
れた魅力や関連イベントなどを紹介し、
見ているだけで旅した気分になれるよ
うな、また実際に訪れたくなるような
内容をお届けします。旅した後は、「い
いね！」や「シェア」をお忘れなく！（R）

平成28年10月１日発行
（通巻141号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　秋本番。絶好の登山シーズンを迎え
ます。鈴鹿山系は、手軽に登山できる
ことから人気が高く、多くの登山者が入
山されています。その反面、安易な気
持ちで入山し遭難する事案が多発して
います。滋賀県警察は山岳遭難を防止
するため、公益社団法人日本山岳ガイ
ド協会と「コンパス登山届受理システム」
の閲覧に関する協定を結びました。
　このシステムは、全国の山域に届出
ができ、登山する山岳の情報検索や登
山計画を家族や友人などと共有できる
便利な機能があります。パソコンやス
マートフォンから登録できますので、「登
山のコンパス」と検索してご利用くださ
い。今までどおり、滋賀県警察ホーム
ページのインターネットを活用した「イ
ンターネット登山箱」でも登山届を提出
できます。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

東近江市芸術文化祭イベント

◆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15日㈯　13：00 開演
八日市文化芸術会館

◆ロビーコンサート
　東近江市美術展覧会夜間鑑賞ととも
に、バンジョーとギター演奏者の元祖
吉田兄弟さんによる、孤高のブルーグ
ラスサウンドの音色に満ちた秋の夜長
をお楽しみください。

10月21日㈮　18：30開演
八日市文化芸術会館　ロビー
東近江市芸術文化祭実行委員会

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

木造住宅無料耐震診断

　登録されている耐震診断員（建築士）
を派遣する「無料耐震診断」を行って
います。
◆対象建築物
①東近江市内にある建物
②昭和56年５月31日以前に着工され、
　完成している建物
③延べ面積の過半（２分の１を超える）
　の部分が住宅の用に供されている建物
④２階以下かつ延べ面積が 300㎡以下
　の建物
⑤木造軸組工法（在来工法）で造られて
　いる建物
◆そのほか
　耐震性がない場合は、補強案を作成
し概算費用の算出を行います。
◆申込期限　11月30日㈬まで

建築指導課　☎ 0748-24-5656
　 050-5801-5656　 0748-24-5692

東近江市美術展覧会

　各部門の最優秀作品は第１期・第２
期を通じて展示します。また、書、彫
刻彫塑の２部門で審査員によるギャラ
リートークも開催します。
◆第１期（日本画、彫刻彫塑、書）

10月12日㈬～16日㈰
◆第２期（洋画、美術工芸、写真）

10月19日㈬～23日㈰
ギャラリートーク（書：神

か ん だ

田浩
ひろし

さん）
10月15日㈯ 14：00から

ギャラリートーク（彫刻彫塑：森佳
けいぞう

三さん）
10月16日㈰ 14：00 から

※展示の入館時間は９:00～17:00。ただ
し、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　展示室
生涯学習課　☎ 0748-24-5672

　 050-5801-5672　  0748-24-1375
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