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ファミリー・サポート・センター
協力会員養成講座　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

９月13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

９月14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）
蒲生コミュニティセンター
印鑑、筆記用具　
９月７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

てんびんの里カラオケ大会 出場者

８月26日㈰12:00から
てんびんの里文化学習センター
市内在住の人　 80人（申込み先着順）
2,000円　 ８月４日㈯９時から

※指定の申込書に参加費を添えて申し
込んでください。

てんびんの里文化学習センター
☎ 0748-48-7100　 050-5801-7100

0748-48-7105

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
８月３日㈮、８日㈬10：00～11：30
500円

❷簡単たのしく動くリズム体操
８月９日㈭、30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
ウェルネス八日市　☎0748-22-8800　

050-5801-1137

東近江市美術展覧会出展作品

部門：日本画、洋画、彫刻彫塑、美術
　　　工芸、書、写真
搬入日：９月30日㈰ 10:00～15:00
　　  10月２日㈫ ９:00～15:00
会期：第１期（日本画、彫刻彫塑、書）
　　　10月10日㈬～14日㈰
　　　第２期（洋画、美術工芸、写真）
　　　10月17日㈬～21日㈰

八日市文化芸術会館
市内在住、在勤、在学者および近隣

　４市６町の在住者（中学生以下は除く）
※詳しくは市役所本庁、各支所、各コ
ミュニティセンターに設置の募集要項を
確認のうえ、申し込んでください。

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

第２回発達支援セミナー 受講生

　「10 年後の本人を見つめた就労支援
～ちょうどいい働き方・暮らし方～」
講師：東近江圏域働き・暮らし応援セ
ンター "Tekito-" センター長　野々村光
子さん

９月29日㈯10:00～12:00
　（受付は9:30から）

発達支援センター
市内在住、在勤の人

※小学生以下の子どもの同伴はご遠慮
ください。

120人（申込み先着順）
上靴、下靴を入れる袋、バインダー

（お持ちであれば）
９月19日㈬まで

発達支援センター　☎ 0748-24-0664
050-5801-0664　  0748-22-5151

リフレッシュジョギング＆コアトレーニング
受講生　

　体幹の引き締めに最適です。
９月３日、10日、24日、10月１日、15日、22

日いずれも月曜日（全６回）19:30～20:45
布引運動公園陸上競技場
18歳以上
20人（申込み先着順）
3,000円（６回）
８月26日㈰まで

布引運動公園陸上競技場
☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

0748-22-3810

大人のランニング教室　受講生

　ランニングのフォームや技術が学べます。
９月７日から11月９日までの毎週金曜

日（全10回）19:30～21:00
布引運動公園陸上競技場
18歳以上
5,000円 （10回）
９月２日㈰まで

布引運動公園陸上競技場
☎ 0748-20-1230　 050-5802-8801

0748-22-3810

ストレッチエアロ教室　受講生

講師：今若公
く み

美さん
８月10日、17日、24日、31日いずれも金

曜日（全４回）13:00～14:00
布引運動公園体育館
16歳以上　 20人（申込み先着順）
500円（１回）　

※子ども連れでの受講はできません。
布引運動公園体育館

☎ 0748-25-2633　 050-5801-2633

バレーボールカーニバル
参加チーム

部門：男女混合９人制
９月９日㈰９:00から
布引運動公園体育館
16チーム（申込み先着順）
１チーム 3,000円　 ８月20日㈪まで

東近江市バレーボール協会（奥村）
☎ 0748-23-2376

自衛官採用試験

項目・対象 試験日

①自衛官候補生
　18歳以上27歳未満 受付時に案内

②一般曹候補生
　18歳以上27歳未満

（１次）９月中旬頃
（２次）合格者に

案内

③航空学生
　・海上自衛隊
　  18歳以上23歳未満
　・航空自衛隊
　  18歳以上21歳未満　

（1次）9月17日㈷
（２次・３次）合格

者に案内

①随時、②③９月７日㈮まで
自衛隊近江八幡地域事務所

☎ 0748-33-2103

東近江行政組合職員採用試験

職　種 採用予定人数
消防職（初級） 10人程度

　

第１次試験：９月16日㈰
平成４年４月２日～平成13年４月１日生

まれの人　※ほかにも要件があります。
詳しくは募集要項を確認してください。

８月14日㈫まで
東近江行政組合総括管理課

☎ 0748-22-7620

滋賀県障害者スポーツ大会 参加者 

■種目　陸上競技
９月30日㈰８:45～16:00
布引運動公園陸上競技場
８月22日㈬まで

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

または各支所
　

ライフロング事業講座　受講生

◆スッキリ交換会～エコとリユースを楽しむ
８月26日㈰

搬入：13:00～13:50、交換会14:00～15:00
能登川コミュニティセンター

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

0748-23-6863

税に関する無料相談

　税理士が各種税や申告の相談に応じます。
８月17日㈮13:30～16:30（１人30分以内）
市役所本庁舎新館212会議室
６人（申込み先着順）
８月３日㈮～16日㈭※電話申込み

市民税課　☎ 0748-24-5604
050-5801-5604　 0748-24-5577

無料就労相談

毎週火曜日　9:30から、10:40から、
　13:30から、14:40から（1人１時間）

市役所本庁舎内会議室
４人（申込み先着順）　

※相談希望日前日までに電話で申し込ん
でください。

しごとづくり応援センター（商工労政課内）　
☎ 0748-24-5565　 050-5802-9540

0748-23-8292

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年
　１回限り、30分
　まで。相談時間
　は受付順

７日㈫ 13:00～16:00 市役所　本庁舎新館　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）７月31日㈫９:00から

21日㈫ 13:00～16:00 市役所　本庁舎新館　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）８月14日㈫９:00から

28日㈫ 13:00～16:00 市役所　本庁舎新館　市民生活相談室
※電話予約受付（先着６人）８月21日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付） 17日㈮ 13:00～16:00

（12：50～受付）
市役所　本庁舎新館　市民生活相談室
※司法書士による相談受付（先着６人）

表示登記・測量相談
（当日受付） 24日㈮ 13:00～16:00

（12：50～受付）
市役所　本庁舎新館　市民生活相談室
※土地家屋調査士による相談受付（先着６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

１日㈬ ９:00～11:00 鈴鹿の里コミュニティセンター　２階多目的室
８日㈬ ９:30～12:00 能登川コミュニティセンター　２階多目的室１
17日㈮ ９:30～12:00 市役所　本庁舎新館　市民生活相談室

【行政相談委員の皆さん （敬称略）】
（八日市）北岸安

やすまさ

正、北林紀代美、（永源寺）疋出三枝子、（五個荘）深尾浄信
（愛東）植田久

く め は る

米治、（湖東）西久保　雄、（能登川）尾𠩤芳
よしのり

典、（蒲生）門谷 郎
※尾𠩤委員は、５月30日に地域総括評価官感謝状を受賞されました。

行政なんでも
相談所 ８日㈬ 13:30～16:00 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）　※受付は13:00～15:30

一般相談 月～金曜日 ９:00～12:00
13:00～16:00 市役所　本庁舎新館　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 22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 ３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

ほっとミルク 15日㈬ 13:00～15:00 能登川コミュニティセンター
コスモスの会 16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）
カタクリの会 23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

行政書士相談
（予約制） ８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
行政書士会（福島） 

☎ 090-3676-4561　 050-5801-8998

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
・子ども電話相談　☎ 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

茂

市民生活相談室　☎ 0748-24-5616
050-5801-5616　 0748-24-0217
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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た
りします。
※事前予約が必要です。

８月10日㈮ 9:30～11:30
永源寺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

地下水（井戸水）の利用について 　　

　地下水を飲用されている場合は、定
期的に指定検査機関で水質検査を受け、
飲用に適しているか確認してください。
※飲用には上水道をおすすめします。
◆地下水の環境調査に関する窓口

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

　滋賀県東近江環境事務所
☎ 0748-22-7758
◆地下水の飲用に関する窓口

滋賀県東近江保健所 生活衛生係
☎ 0748-22-1266

うちエコ診断、省エネ・節電提案会

　“ 家庭の省エネ ” 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。

「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月上旬まで
滋賀県地球温暖化防止活動推進センター

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

市民ギャラリー

◆刺
ししゅう

繍（日永弘美さん）
８月21日㈫～31日㈮

◆久夫・英子の小作品展
（小泉久夫さん、小泉英子さん）

８月21日㈫～31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

児童扶養手当「現況届」

　児童扶養手当の受給資格者は、現況
届を毎年８月に提出する必要がありま
す。現況届は前年の所得状況と受給資
格を審査するもので、所得制限などで
現在手当を受けていない人も手続きが
必要になります。手続きをされないと、
受給資格があっても手当が受けられな
くなりますので、注意してください。
※提出期間
　８月１日㈬～31日㈮　８：30～17：15
　期間中の木曜日は19：00まで（本庁のみ）
※代理人や郵送での提出はできません。

市役所本庁舎本館101会議室
　または各支所

こども政策課　☎ 0748-24-5643
050-5801-5643　 0748-23-7501

生ごみ堆肥化講習会

　東近江市では、生ごみを堆肥化する
ダンボールコンポストや屋外共同利用
型コンポストの利用を推進しています。
自治会や各種団体、5 人以上のグループ
を対象として出張講習会を行います。
　受講料は無料で、開催日や開催場所
は、受付後調整します。

開催希望日の２週間前まで
※コンポストは有料です。

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）

　　

　土、日曜日、祝日および８月13日㈪、14
日㈫、15日㈬は、し尿収集と受付は行っ
ていません。お盆前にくみ取りを予定
される人は、８月３日㈮までに申し込ん
でください。

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　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
８月１日㈬、22日㈬10：00～11：30　
500円

❷簡単！リズム体操
８月２日㈭ 、23日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
８月29日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者　 300円

❶❷❸共通
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

◆水泳
９月９日㈰９：30から
布引運動公園プール
８月28日㈫まで

東近江水泳連盟（西村）
☎ 090-8217-9469

■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、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、問い合わせてください。

■本市の人口（平成30年７月１日）
　人口：114,575人（＋59）
　男性：57,013人（＋30）
　女性：57,562人（＋29）
　世帯数：43,842世帯（＋39）
　※（　）内は前月比

■訂正とお詫び
　広報ひがしおうみ７月号のＰ16「今月
の相談」の一部に誤りがありました。
　 24日㈫に開催された法律相談の申し
込みは17日㈫からで先着６人受け付け
でした。
　登記・相続相談の相談場所は、市役所
本庁舎新館 市民生活相談室で先着６人
の受け付けでした。
　訂正してお詫びいたします。

平成30年８月１日発行
（通巻163号）
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お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

　 夏 期 の 水 難・山 岳 遭 難 事 故 を 防
ぎ、安全を第一に考えて快適な夏のレ
ジャーを楽しんでいただくために、次の
ことを守ってください。
◆水辺では次のことに注意しましょう
○疲れているときやお酒を飲んだとき
は、水に入らない。○増水の恐れがあ
る場合、水辺に近づかない。○水泳を
するときは、十分な準備運動をする。
また、適宜休憩する。○子どもだけで
水辺に行かせない。子どもから目を離
さない。
◆登山時は次のことに注意しましょう
○登山計画を立てる。○登山届を提出
する。○装備をしっかり整える。○万
が一道に迷った場合は、現在地が分か
るところまで引き返す。
※インターネットから登山届を提出する
ことができます。滋賀県警察ホームペー
ジから、「インターネット登山箱」、「コン
パス登山届」にアクセスできます。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

「清流の日」一斉清掃

◆「清流の日」一斉清掃を行います。
８月26日㈰９:00～10:30（荒天中止）
愛知川上流域の河川敷および道路

集合場所：道の駅奥永源寺渓流の里
清掃活動の終了後に清掃活動に参加し
た親子を対象として「愛知川の源流を
守る会」主催の「魚のつかみどり大会」
が開催されます。（事前申込み必要）

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

19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。
■８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

障害のある人の手当に関する
所得状況届の受付

　現在、次の手当を受給している人は、
受給資格確認のため「所得状況届」の
提出が必要です。
　対象者には８月上旬に案内を送付し
ます。提出されないと、受給資格があっ
ても引き続いて手当が受けられません
ので、忘れずに提出してください。
①特別障害者手当
※施設入所・入院中の人は対象外
②障害児福祉手当
③特別児童扶養手当
※②、③とも施設入所中の人は対象外
提出期間＝８月10日㈮～９月11日㈫

障害福祉課または各支所
障害福祉課　☎ 0748-24-5640
050-5801-5640　  0748-24-5693

８月の休日歯科診療

11日㈷
宿院歯科医院 （近江八幡市安土町下豊浦）
☎ 0748-46-5682

14日㈫
川南歯科医院（川南町）
☎ 0748-42-0419

15日㈬
マキノ歯科医院（中野町）
☎ 0748-24-5300

16日㈭
富永歯科医院（近江八幡市千僧供町）
☎ 0748-37-7002

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

５

広

告

有

料

▼

　

市
で
は
、
毎
月
１
日
に
発
行

し
て
い
る
広
報
ひ
が
し
お
う
み

お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の

有
料
広
告
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

「子どもの人権 1１０番」　強化週間
８月29日㈬～９月４日㈫　　

　いじめ、体罰、虐待、不登校など、
子どもの人権にかかわる問題全般の相
談を受け付けています。
☎ 0120-007-110（相談無料、秘密厳守）
※受付は8:30～19:00（土、日曜日は10:00～17:00）

大津地方法務局人権擁護課
☎ 077-522-4673　


	16-17
	18-19.pdf

