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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
は印鑑を持参してください。

開催日時 内容

６月７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８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１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

あかね文化ホール  受講生

◆有酸素運動とヨガで健康に
５月16日㈬、30日㈬10:00～11:30
500円（当日受付）

◆簡単！リズム体操
５月17日㈭、24日㈭10:00～11:30
300円（当日受付）

◆親子で楽しくリトミック
５月23日㈬10:00～11:00
未就園児の親子
300円（当日受付）

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

0748-55-3898

東近江市民体育大会参加者

◆ビーチボール
６月３日㈰　 五個荘体育館
５月18日㈮まで

◆陸上
６月３日㈰　 布引グリーンスタジアム
５月18日㈮まで

◆柔道
６月10日㈰　 布引運動公園体育館
５月21日㈪まで

※参加資格など、詳しくは問い合わせて
ください。

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

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３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27日㈰まで

市バレーボール協会（奥村）
☎  0748-23-2376

「にっぽん縦断こころ旅」お便り

　ＮＨＫ- ＢＳ「にっぽん縦断 こころ旅」
では、東近江市内の忘れられない風景
や景色、大切な人との出会いの場所な
どを、エピソードと共に紹介する手紙を
募集しています。

６月４日㈪までに、①住所、②氏名、
③電話番号、④性別、⑤年齢、⑥思い
出の場所、⑦場所にまつわるエピソー
ドを記入し、はがき、ファックス、番組
ホームページから申し込んでください。

ＮＨＫふれあいセンター
☎ 0570-066-066   03-3465-1327
http://nhk.jp/kokorotabi
〒 150-8001 ＮＨＫ「こころ旅」係

ウェルネス講座　受講生

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

❷有酸素運動とヨガで健康に
５月11日㈮10：00～11：30　 500円
❶❷共通 : ヨガマット（バスタオル可）、

体育館シューズ、飲み物、汗拭きタオル
ウェルネス八日市

☎ 0748-22-8800　 050-5801-1137

東近江市明るい選挙サポーター

❶期日前投票立会人
期日前投票期間中の８:30～20:00
東近江市役所、各支所
東近江市選挙人名簿に登録されている人

報酬：1日9,500円
❷啓発活動

期日前投票期間中のいずれかの日
（1 時間程度）　

市内の商業施設前など　
報酬：なし　

市内在住の18歳以上の人
総務課、各支所に備え付けの応募用

紙で申し込んでください。
※市ホームページからもダウンロードで
きます。

市選挙管理委員会（総務課内）
☎ 0748-24-5600　 050-5801-5600

0748-24-0752

ライフロング事業講座  受講生

◆男のヨガと健康運動
５月10日㈭、24日㈭14:00～15:30
八日市文化芸術会館
20人（当日受付）　 500円

◆ジャンベ入門～西アフリカの太鼓
５月16日㈬、30日㈬10:00～11:45
八日市文化芸術会館
10人程度　 6,000円（10回）

◆大人の音楽脳トレ

布引グリーンスタジアム受講生

◆ゆるやかウォーキング＆健康体操
５月15日～29日　いずれも火曜日

13:30～14:45
18歳以上　  20人
 1,500円（３回） ５月13日㈰まで

◆姿勢ウォーキング＆ストレッチヨガ１期
５月11日～７月13日　いずれも金曜日

10:00～11:15
18歳以上　  20人
 5,000円（10回） ５月６日㈰まで

布引グリーンスタジアム
☎ 0748-20-1230 050-5802-8801  

0748-22-3810

てんびんの里ふれあいウォーク参加者

　近江商人屋敷などに立ち寄りながら
６km または8.5km のコースを歩きます。

５月20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

婚活ハイキング参加者

　山歩きしながら婚活します。太郎坊・
阿賀神社では良縁成就の祈祷もします。

５月27日㈰9:30～15:00
浜野会館（松尾町）　集合
25歳～40歳代前半までの結婚希望者
 男女各15人　 3,500円
５月７日㈪まで

中野地区まちづくり協議会（広田）
☎ 080-1473-4168   

パソコンボランティア和
やわらぎ

ねっと！
パソコンボランティア養成講座 受講生

６月２日、９日、16日、23日（全４回）
　いずれも土曜日、14:00～15:30

五個荘コミュニティセンター
10人（申込み先着順）

５月25日㈮まで
東近江市社会福祉協議会能登川事務所

☎ 0748-42-8703　 050-5802-2989

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

15日㈫ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）５月８日㈫9:00から

22日㈫ 13:00～16:00 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６人）５月15日㈫9:00から

29日㈫ 13:00～16:00 市役所　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）５月22日㈫9:00から

登記・相続相談 18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（先着 6 人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

２日㈬ ９：00～11：00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

15日㈫ ９：30～12：00 五個荘支所 １階相談室

16日㈬ 13：00～16：00 湖東支所 １階相談室

18日㈮ ９：30～12：00 市役所 市民生活相談室

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

17日㈭

９:00～12:00
永源寺支所 １階相談室
五個荘支所 １階相談室

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）
愛東支所 ボランティア活動室

６月１日㈮
（人権擁護委員

  の日）

９:00～12:00
永源寺支所 １階相談室
五個荘支所 １階相談室

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）
愛東支所 ボランティア活動室

男女共同参画
やすらぎ相談 18日㈮、24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

ほのぼの会 ８日㈫、22日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

９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
ほっとミルク

16日㈬
13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

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 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 19日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）

カタクリの会 24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

八日市店
0748-25-0171 東近江市東中野町4-19

営/9：30-17：30  休/第2第3火曜日・毎週水曜日

CAFE STYLE HOUSE
毎日おうちカフェが楽しめる。そんな住まいを建ててます。

▲八日市店詳細は
　こちらから！
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５月18日㈮10:00～11:30
八日市文化芸術会館
30人（当日受付）　 500円

◆たのしい歌の講座
５月27日㈰14:00～15:30
能登川コミュニティセンター　
30人（当日受付）　 500円

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

0748-23-6863
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日本脳炎の予防接種

　日本脳炎を予防するには計４回の予
防接種が必要です。平成17年から平成
22年まで日本脳炎の積極的勧奨が差し
控えられたことにより、平成10年６月２
日から平成19年４月１日までに生まれた
人で接種が完了していない人は、不足回
数分を20歳の誕生日の前日まで公費負
担で接種することができます。
※接種歴を母子健康手帳などで確認し
てください。

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

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
３日㈷、４日㈷、５日㈷、６日㈰、
12日㈯、13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
050-5801-5633　 0748-24-5692

オストメイト社会適応訓練講習会

■講演会
講師：近江八幡市立総合医療センター
皮膚・排泄ケア認定看護師    近野由美
さん、まつおファミリークリニック　院
長　松尾隆志さん
■個別相談会

５月26日㈯13:30～16:00
近江八幡市文化会館（近江八幡市）
オストメイト（ 病 気などにより人工膀

胱、人工肛門を造設した人）とその家族
（公社）日本オストミー協会滋賀県支部

☎ 077-562-1773

20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。
詳しくは「広報ひがしおうみ４月号」を
参照してください。

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

献血にご協力ください

◆全血（200ml、400ml）
５月10日㈭９:30～12:00、13:00～15:30
市役所本庁舎新館

※予約不要です。直接会場にお越しく
ださい。※200ml については予定数に
達した時点で終了します。

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

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使って、もの
わすれの度合いを判定したり、チェック
シートを用いて生活の状況を確認します。
※事前予約が必要です。

５月11日㈮ 9:30～11:30
五個荘コミュニティセンター

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

Ｄドラファミリーコンサート

　障害のある青年たちが音楽を通して社
会や仲間との関係を育んで 15 年。記念
コンサートで一生懸命に演奏する姿をご
覧ください。

５月13日㈰ 13:30～14:30（開場 13:00）
愛東コミュニティセンター

Ｄドラファミリー（丸山）
☎ 090-4908-9714

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16日㈬ 五個荘あさひ幼児園

５月18日㈮ 中野コミュニティセンター

５月23日㈬ 湖東子育て支援センター

５月23日㈬ 能登川スポーツセンター内武道館

５月24日㈭ 蒲生コミュニティセンター

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、着替え、タオル、新聞紙１日分
５月１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）
◆湖東保健センター

６月７日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭
◆能登川保健センター

６月８日㈮、15日㈮、22日㈮、29日㈮
◆蒲生コミュニティセンター

６月６日㈬、13日㈬、20日㈬、27日㈬
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成28年６月～12月生まれの子と母親
各会場10組（申込み先着順）
５月７日㈪から

上記❶❷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

■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
　　　 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、市ホームページでも閲覧できます。　　
　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、問い合わせてください。

■本市の人口（平成30年４月１日）
　人口：114,517人（－114）
　男性：56,967人（－63）
　女性：57,550人（ー51）
　世帯数：43,618世帯（＋103）
　※（　）内は前月比

■編集後記　

　私事ですが、異動により四半世紀ぶりに
再び広報課配属となりました。時代は流
れていますが、広報に対する熱い思いは変
わっていません。これからも「このまちを
愛する気持ちはだれにも負けない」という
信条で臨みます。もちろん「前向きな遊び心」
も忘れずに…。どうぞよろしくお願いします。

（幸）

平成30年５月１日発行
（通巻160号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　自転車は、環境にやさしく、免許もい
らない手軽な乗り物です。「自転車は車
両」であることを十分認識して、交通ルー
ル、マナーをしっかり守りましょう。悪
質な運転者には厳しい処罰があります。
■自転車安全運転５則
①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る（飲酒運転や二人
乗り、並進の禁止。夜間はライトを点
灯する。交差点での信号遵守や一時停
止。走行時の安全確認の徹底）
⑤子どもはヘルメットを着用

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

５月の休日歯科診療

３日㈷
藤居歯科医院（林町）
☎ 0748-42-0240

４日㈷
輪田歯科医院（日野町松尾）
☎ 0748-53-0610

５日㈷
住井歯科医院（東沖野三丁目）
☎ 0748-22-1290

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

ごみゼロ大作戦

　滋賀県が提唱する 「環境美化の日」
（５月30日）に合わせた一斉清掃です。

多くの皆さんの参加をお願いします。
５月27日㈰９:00から（荒天中止）
大同川周辺（五個荘地区）

　※五個荘支所駐車場　集合
廃棄物対策課　☎ 0748-24-5636
050-5801-5636　 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。（詳し
くは 16ページを 参 照してください。）

氏　名 住　所
　谷　明美 　市辺町　
　加川　泰正  　八日市町
　日永　清惠  　大森町
　山田　幸平 　中小路町
　西村　惠子 　今堀町
　森川　弘三 　沖野一丁目
　山川　平兵衛 　山上町
　久田　幸子 　高木町
　藤野　富佐子　 　五個荘簗瀬町
　奥井　和義 　五個荘塚本町
　山本　清 　百済寺本町
　村山　すず子 　園町

　松岡　和幸 　平尾町

    西久保　　雄  　池庄町
　小川　正道 　小八木町

　大林　惠美子 　小田苅町
　荻野　忍 　川南町
　村川　くに子 　小川町
　𠮷田　喜良 　林町
　居𠩤田　ひろみ 　新宮町
　大塚　マサ江 　大塚町
　嶋村　愼一 　鋳物師町
　望田　哲 　綺田町

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

市民ギャラリー

水墨画展（中村ひで子さん）
篠原大

た ゆ う

雄展（永源寺郷土史会）
５月25日㈮まで
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

５
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月～金曜日／9:00～21:00
土曜日／9:00～17:00

※日曜日、祝日、年末年始（12/31～1/3）は
　ご利用いただけません。
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