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お知らせお知らせ

３月１日㈬～７日㈫は
子ども予防接種週間

　４月からの入園・入学に備えて必要な
予防接種を受け、病気を未然に防ぎま
しょう。※期間中は、通常診療以外の
土曜日も予防接種が受けられます。医
療機関や日時は、市ホームページでお
知らせします。

東近江医師会　☎ 0748-24-1441
　（土・日曜日、祝日を除く。）

:30
成人用肺炎球菌予防接種
接種期限は3月31日㈮まで

次の①または②にあてはまる人で、過
去に一度も肺炎球菌予防接種を受けた
ことがない人
①平成28年４月１日から平成29年３月
31日までの間に、65歳・70歳・75歳・80歳・
85歳・90歳・95歳・100歳になる人
② 60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能に障害がある人。または、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障害がある人

一部負担金2,500円
健康推進課　☎ 0748-24-5646

　 050-5801-5646　  0748-24-1052

15:30 献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
３月15日㈬10:00～12:00、13：00～15：30 
能登川保健センター

※直接会場へお越しください。
※200mlについては予定数に達した時
点で終します。

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

健康推進員養成講座  受講生

　食生活の改善や生活習慣病の予防な
ど、市民の健康づくりの推進に取り組む
サポーターの養成講座です。
内容：講義、調理実習、軽い運動など

５月～12月の間で９日間（35時間）
市役所東庁舎など
満20歳以上の市民で、平成30年度か

ら健康推進員として活動できる人
無料（調理実習の材料費のみ必要）
３月31日㈮まで

健康推進課　☎ 0748-24-5646
　 050-5801-5646　  0748-24-1052
　または各保健センター

東近江市男女共同参画審議会委員

　男女共同参画の推進に関する事項に
ついて審議いただく委員を募集します。

（任期＝平成29年４月１日～平成31年３
月31日）
■募集資格　市内在住の20歳以上の人
■募集人員　２人以内

３月17日㈮まで
人権 ･ 男女共同参画課

　☎ 0748-24-5620　 050-5801-5620
　 0748-24-0217

布引運動公園体育館
フィットネス教室受講生

　４月～６月にかけて実施するフィット
ネス教室の受講生を募集しています。

【教室の内容】
ZUMBA（ズンバ）／ステップウォーキン
グ＆ボールエクササイズ／らく！楽！エク
ササイズ／コアバランスヨガ／バレトン
／骨盤底筋筋力運動／メンズヨガ／朝
ヨガ／ストレッチエアロ（各回申込み）／
シェイプアップダンス（各回申込み）／認
知機能強化運動（各回申込み）

16歳以上　
３月16日㈭９:00から

受講料を添えて事務室までお申し込み
ください。（電話不可） 
※お子様連れの受講はできません。
※１回500円で各教室を体験できます。

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

自衛官採用試験

項目・対象 試験日

①一般幹部候補生
　大卒、院卒者（見込含）で
　20歳以上28歳未満

５月13日㈯
飛行要員は
５月14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14日㈮　　
　～18日㈫
いずれか１日

①５月５日㈷まで
　②４月７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

滋賀県警察官（Ａ・大卒程度）

■試験区分、採用予定人数
①男性Ａ＝50人程度  
②女性Ａ＝９人程度

昭和62年４月２日以降に生まれた男
女で、４年制大学を卒業または平成30
年３月末までに卒業見込みの人

３月１日㈬～４月21日㈮まで
※詳しくは滋賀県警察のホームページを
ご確認ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/

滋賀県警察本部警務課採用係
　☎ 0120-204-314

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
■男のヨガ入門

３月９日㈭、23日㈭ 14:00～15:30
八日市文化芸術会館　 500円

■大人の音楽脳トレ
３月３日㈮　10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人（当日受付）　 500円

■リトミックひろば
３月７日㈫ 10:00～11:20
湖東コミュニティセンター　 400円

■春を呼ぶ！！スプリングコンサート2017
３月４日㈯ 13:30～15:45
湖東コミュニティセンター
150人

■フォークギター教室発表会
３月５日㈰ 14:00～16:00
蒲生コミュニティセンター

平成29年度 ライフロング講座
受講生募集

＝３月23日㈭９:00から受付開始＝
　八日市文化芸術会館や市内コミュ
ニティセンターを会場に、さまざまな
講座を開催します。講座の詳しい内
容は、３月中旬に発行する募集チラ
シをご覧のうえお申し込みください。

ウェルネス講座　受講生

■有酸素運動とヨガで健康に
３月８日㈬10：00～11：30 　 500円

ウェルネススポーツ講座
 受講生募集

【教室の内容】
健康太極拳／リフレッシュヨガ／カ
ラダらくらくヨガ～カラダに優しい
ウォーキング～／楽しいレクダンス／
健康美バレトン／優しいベリーダン
ス／笑いヨガとリラクゼーションヨガ

３月27日㈪９:00から受付開始（申込
み先着順）。受講料を添えてお申し込み
ください。
＊詳しくは募集チラシをご覧ください。
※文化講座は４月３日㈪から受付開始

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

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

14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）3月7日㈫８:30から

21日㈫ 13:00～15:30 永源寺コミュニティセンター２階203会議室
※電話予約受付（先着５人）3月14日㈫８:30から

28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）3月21日㈫８:30から

登記・相続相談
※司法書士による
　無料相談

17日㈮ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※当日受付（先着６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

８日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター２階203会議室

９日㈭ ９:00～12:00 愛東支所　会議室３

15日㈬ 13:00～16:00 湖東コミュニティセンター　１階相談室

17日㈮ ９:30～12:00 市役所　市民生活相談室

21日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

22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

８日㈬ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室

15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

17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
男女共同参画
やすらぎ相談 10日㈮、23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
８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 ９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

ほっとミルク
15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 19:30～21:30 愛東コミュニティセンター
カタクリの会 16日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター
コスモスの会 17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 18日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
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

市営住宅入居者募集
団地名（所在地） 戸数 構　造 間取り 月額家賃 敷　金

ひばり丘【３階】
（ひばり丘町） １戸 中層耐火４階建 ２LDK 20,700～30,900円

駐車場１台2,500円 62,100～92,700円

ひばり丘【４階】
（ひばり丘町） １戸 中層耐火４階建 ２LDK 19,600～29,200円

駐車場１台2,500円 58,800～87,600円

赤坂（川合町） １戸 準耐火２階建 ２LDK 24,500～36,500円
駐車場１台1,500円 73,500～109,500円

簗瀬【３階】
（五個荘簗瀬町） １戸 中層耐火３階建 ３DK 18,300～27,200円

駐車場１台2,000円 54,900～81,600円

◆入居可能日＝平成29年３月30日㈭から　※入居可能日から家賃が必要
３月１日㈬～８日㈬（土・日を除く８:30～17:15）

※住宅課で相談後、住宅課へ書類を提出。入居申込みには、資格条件があります。 
選考方法＝応募多数の場合は、市営住宅運営委員会が住宅困窮度により入居者
を決定。選考が難しい場合は公開抽選

住宅課　☎ 0748-24-5652　 050-5801-5652　  0748-24-5578
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軽自動車の廃車手続きはお早めに

　軽自動車税は、毎年４月１日現在に
軽自動車、バイク、農耕用車両、ミニカー
を所有または使用している人に課税さ
れます。
　すでに車両を処分したり、他人に譲っ
たりした場合でも、廃車や名義変更を
されないと平成29年度の軽自動車税が
課税されます。
　手続きがお済みでない人は、３月31
日㈮までに下記の場所で手続きをお願
いします。
①原動機付自転車（125cc 以下）・農耕
用車両・ミニカーなど

市民税課　☎ 0748-24-5604
　 050-5801-5604　  0748-24-5577
　または各支所
② 軽 二 輪（125cc 超 250cc 以下）・小
型二輪（250cc 超）

滋賀運輸支局　☎ 050-5540-2064
③軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会滋賀事務所
　☎ 050-3816-1843

あんなトコ　こんなトコ　
八日市まち歩き2017

　八日市地区を楽しく散策しながら、
魅力に感じたところを撮影するイベント
です。フォトコンテストも開催します。

３月11日㈯９:30～14:30
八日市コミュニティセンター集合
３月６日㈪まで

八日市コミュニティセンター
　☎ 0748-23-4120　 050-8034-1141　　

もの忘れ相談室

　タッチパネル式の機器を使って、物
忘れの度合いを判定します。
※事前予約が必要です。
※認知症の診断ではありません。

３月10日㈮ 9:30～11:30（一人30分程度）
市役所本庁舎本館102会議室

福祉総合支援課
　☎ 0748-24-5641　 050-5801-5641　　
　  0748-24-5693

ご存知ですか？おりづる会

　公益財団法人おりづる会は、交通事
故によって父もしくは母、または両親を
亡くされた県内在住の子どもたちを経済
的、精神的に援護する団体です。活動内
容など詳しくはお問い合わせください。　

（公財）おりづる会事務局（滋賀県交
通戦略課内）☎ 077-528-3682

国道８号彦根～東近江間の道路計画
に関する第１回アンケート調査

　渋滞が慢性化している国道８号彦根
～東近江間の道路計画の策定にあたり、
地域の意見を道路計画に反映するため、
地域住民や企業を対象にアンケート調
査を行います。
　調査書類は、無作為抽出した住民の
皆さんや事業所に郵送で配布します。ま
た、対象者以外の皆さんもインターネッ
ト（「滋賀国道事務所」で検索）で回答
できるほか、市役所や各支所、道の駅
に設置している調査書類でも回答でき

ます。皆さんのご協力をお願いします。
（実施主体：国土交通省 近畿地方整備

局 滋賀国道事務所、調査協力：滋賀県、
東近江市ほか沿線市町）

アンケート調査サポートセンター
☎ 0120-138-050（受付時間9:00～18:00）

ベビーと一緒にコンサート

４月５日㈬10:30開演
大人400円、子ども100円

八日市文化芸術会館
    ☎0748-23-6862　 050-5801-6862
　 0748-23-6863

地域創生講座と
コミュニティビジネス成果発表会

■地域創生講座
講演：「知りたい人に届く地域の情報発
信のコツ～インターネットの最新情報と
情報発信の秘訣～」
講師：山田 泰久さん

（NPO 法人CANPAN センター代表理事）
３月23日㈭ 18:30～21:00
市役所本庁舎新館３階317～319会議室
市民（特にまちづくり協議会関係者、

NPO や市民活動団体など）
100人

■コミュニティビジネス成果発表会
　今年度コミュニティビジネススター
トアップ支援事業に採択された 4 団体
が１年間の成果発表を行います。

３月30日㈭ 16:00～17:30
浜野会館（八日市松尾町）
まちづくり協働課　☎ 0748-24-5623

　 050-5801-5623　  0748-24-5560

豊郷病院公開セミナー

テーマ：「認知症と運転について」　　　　　
■講演①「実行機能低下と認知症につ
いて」　講師：認知症疾患医療センター　
センター長　成田  実さん
■講演②「道路交通法の一部改正につ
いて」～新高齢者講習の概要～
講師：滋賀県警察本部交通部運転免許課　
課長補佐　中島 久恵さん
※事前申込み、参加費不要

３月25日㈯14:00～15:30
豊郷病院（犬上郡豊郷町）

（公財）豊郷病院　地域連携室
　☎ 0749-35-3001

■編集・発行　東近江市企画部広報課
〒 527-8527
滋賀県東近江市八日市緑町10番５号

（代表）☎ 0748-24-1234／0749-46-2100
　　　 050-5801-1234

（直通）☎ 0748-24-5611
　　　 050-5801-5611
　　　FAX 0748-24-1457
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

■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29年２月１日）
　人口：115,152人（－26）
　男性：57,191人（－６）
　女性：57,961人（－20）
　世帯数：43,018世帯（＋25）
　※（　）内は前月比

■お詫びと訂正　
　広報ひがしおうみ２月号６ページに
掲載した新成 人の皆さんへのインタ
ビュー記事中、石川千尋さんの欄に「社
会福祉士の資格を取得しました。」とあ
るのは「社会福祉士をめざして勉強中
です。」の誤りです。お詫びして訂正し
ます。ご迷惑をおかけし、大変申し訳
ありませんでした。

平成29年３月１日発行
（通巻146号）

お知らせお知らせ
東近江警察署からのお知らせ

ー３月15日㈬から４月 15日㈯までー
「新入学（園）児と高齢者の交通事故防

止運動」が実施されます
■子どもに交通ルールを教えましょう
　子どもは大人の真似をします。まず、
周りの大人が正しい交通ルールを守る
ことが大切です。新入学園児がいる家
庭では、子どもと一緒に通学（園）路を
歩きながら、どこにどのような危険があ
るか、子ども目線で考えて教えましょう。
■安全確認を徹底しましょう
　道路を横断するときは、必ず止まり安
全確認を行いましょう。
　夕暮れ時や夜間の外出時には、反射
材の活用や明るい色の服を着るなど、
運転者から目立つ工夫をしましょう。
　高齢ドライバーの事故が増加していま
す。無理な運転はやめ、車間距離を十
分にとり、スピードを出さないようにし
ましょう。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

３月の休日歯科診療

20日㈷ なかがわ歯科（蒲生郡日野町）
☎ 0748-26-2668

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

市民ギャラリー

シニア世代の趣味の会
（絵画・写真・工作・など）

３月14日㈫～４月７日㈮
市役所　本庁舎本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672

　 050-5801-5672　  0748-24-1375

３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）

　

３月
４日㈯、５日㈰、11日㈯、12日㈰、
18日㈯、19日㈰、20日㈷、25日㈯、
26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

あかね文化ホール講座

■有酸素運動とヨガで健康に
３月１日㈬・15日㈬ 10:00～11:30
500円

■簡単！リズム体操
３月２日㈭・16日㈭ 10:00～11:30
300円

■フォークギターコンサート
３月５日㈰14:00開演（13:30開場）

■親子で楽しくリトミック
３月８日㈬ 10:00～11:00  
300円

■第６回がもう組歌声喫茶
３月26日㈰14:00～16:00
300円

あかね文化ホール
　☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207
　 0748-55-3898

2355235519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。
■３月の対象外施設：永源寺温泉「八風の湯」

生涯学習課　☎ 0748-24-5672
　 050-5801-5672　  0748-24-1375
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平成29年版　農地の賃借料情報
　農地の賃貸借の参考にしていただくための賃借料情報です。実際の契約にあたっ
ては、貸し手と借り手の両者でよく話し合ったうえで契約してください。　　　　 
                                                                                                                                           ＜10a当たり＞

※この情報は、平成28年１月～12月に農地法や農用地利用集積計画（利用権設定）
によって賃貸借された農地の賃借料を集計したものです。

農業委員会事務局　☎ 0748-24-5682　 050-5801-5682　  0748-23-8291

地域 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
八日市 9,500円 14,400円 3,000円 294 田
永源寺 9,400円 12,800円 5,200円 131 田
五個荘 7,600円 12,000円 2,500円 202 田
愛東 7,000円 10,700円 3,300円 237 田
湖東 8,100円 12,900円 3,300円 117 田

能登川 8,400円 14,700円 2,800円 315 田
蒲生 7,000円 14,300円 3,000円 290 田
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