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宝くじ助成　備品整備

　宝くじの社会貢献広報事業を活用し、南部
地区自治会連合会が備品（屋内・屋外音響設
備、プロジェクターなど）を整備されました。

まちづくり協働課　☎ 0748-24-5623
050-5801-5623　  0748-24-5560

保育の仕事復帰のための
ステップ研修 参加者

　保育現場への復帰に向けた研修を行
います。　

10月19日㈮9:10～12:00
市役所本庁舎本館２階201会議室
保育士資格または幼稚園教諭免許を

所有し、現在保育職に就いていない人
10月15日㈪まで

幼児課　☎0748-24-5647
050-5801-5647　 0748-23-7501

五個荘金堂まちあるき 参加者

　ボランティアガイドの案内で、五個荘
金堂地区を散策します。

10月21日㈰10：00~12：00 （9：30受付）
近江商人博物館・中路融人記念館　集合
100人

※歩きやすい服装で参加してください。
埋蔵文化財センター　☎0748-42-5011
050-5801-5011　 0748-42-5816

魚のさばき方教室 参加者

10月27日㈯13：00～15：00
永源寺コミュニティセンター
20歳以上　
16人（申込み先着順）初めての人優先
1,000円（材料費込み）
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６日㈯まで （電話受付９：00～15：00）

※10月３日㈬は休場日
八日市公設地方卸売市場

☎ 0748-23-6671　 050-5801-1136
0748-23-6672

滋賀県障害者スポーツ協会
グラウンドゴルフ選手権大会 参加者

　　

11月24日㈯９:40～15:30
長浜バイオ大学ドーム（長浜市）
10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

消費者セミナー 受講生

　人生を心豊かに過ごすために、エン
ディングプランについて講演します。
講師：金融広報アドバイザー　長棟治夫さん

11月13日㈫13:30～15:00
市役所本庁舎新館３階314会議室
50人（申込み先着順）
11月６日㈫まで

市民生活相談室　☎0748-24-5619
050-5801-5635　 0748-24-0217

あかね文化ホール 受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
10月３日㈬、17日㈬10：00～11：30
500円

❷簡単！リズム体操
10月４日㈭、18日㈭10：00～11：30
300円

❸親子で楽しくリトミック
10月10日㈬10：00～11：00

３歳以下の幼児と保護者　 300円
❶❷❸共通

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

ウェルネス講座 受講生

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

❷簡単楽しく動くリズム体操
10月25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
❸ウエルネス文化発表会

10月21日㈰10：00～15：00
作品展示、発表、無料体験コーナー、
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10日㈬ 東近江市子育て支援センター

10月17日㈬ 五個荘あさひ幼児園

10月18日㈭ 蒲生体育館

10月24日㈬
能登川保健センター
湖東子育て支援センター

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場30組程度（申込み先着順）
水筒、タオル、着替え

❷親子の絆づくり「赤ちゃんがきた！」
◇東近江市子育て支援センター

11月７日㈬、14日㈬、21日㈬、28日㈬
◇湖東子育て支援センター

11月１日㈭、８日㈭、15日㈭、22日㈭
◇能登川保健センター

11月２日㈮、９日㈮、16日㈮、22日㈭
※各会場いずれも10:00～12:00

第一子（平成30年６月～９月生まれ
の子）と母親

10組程度(申込み先着順）
　※会場により異なります。

864円（テキスト代）　 10月５日㈮から
上記❶❷の申込み・問合せ先

各地区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
　五個荘　 050-5801-1150

布引運動公園体育館講座 受講生

　10月から12月にかけて開催します。

開催日時 内容

10月１日、15日、22日、29日
11月12日、19日
12月３日、10日、17日、24日 
いずれも月曜日
 20:15～21:15

メンズヨガ
講師：
村上憲

の り え

衣さん

16歳以上の男性　 12人
8,500円（全10回）体験は1回500円
随時受付。受講料を添えて申し込ん

でください。（電話不可） 
※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

ライフロング事業講座 受講生

◆男のヨガと健康運動
10月11日㈭、25日㈭14:00～15:30
500円

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

いきもの調査隊（鳥類）  参加者

　専門家と市内２カ所で生き物の調査をします。
11月10日㈯９:00～16:00
あいとうエコプラザ菜の花館（集合）
小学生以上（小学生は保護者要同伴）
約10人（申込み先着順）
100円（保険料）　
10月31日㈬まで※電話で申込み

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

介護職場サポート業務体験事業 参加者

　市内の介護施設での３日間の就労体
験の参加者を募集します。体験内容は、
清掃や話し相手などの補助的な内容で
す。（３時間程度の事前研修あり）

10月～11月
※具体的な日程は、個別に調整します。

市内の介護施設
（こぼしの家、玉園ハイム、カルナハウス、

沖野原、もみじ、清水苑、菊水園、能登川園）
市内在住で事前研修と３日間の就労

体験に参加できる人
10月10日㈬まで

長寿福祉課　☎ 0748-24-5645
050-5801-5645　 0748-24-1052

能登川スポーツセンター講座 受講生

❶認知機能強化運動教室
11月７日～12月12日までの毎週水曜日

　（全６回）13：30～14：30
❷姿勢改善筋力ＵＰ運動教室

11月９日～12月21日までの毎週金曜日
（23日㈷は除く。）（全６回）13：15～14：15

❶❷共通
20人程度
3,000円

10月２日㈫～31日㈬
能登川スポーツセンター

☎ 0748-42-5099　 050-5801-5099
0748-42-6111

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

９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）10月2日㈫９:00から

16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）10月９日㈫９:00から

23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）10月16日㈫９:00から

登記・相続相談 19日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所本庁舎新館　市民生活相談室
※司法書士による無料相談（先着６人）

登記・測量相談 26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無料相談（先着６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

３日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階 302会議室
10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
19日㈮ ９:30～12:00 市役所本庁舎新館　市民生活相談室
23日㈫ ９:00～12:00 蒲生支所 ２階 202会議室

行政なんでも
相談所 24日㈬ 13：30～16：00

（受付13：00～15：30）

ショッピングプラザアピア　４階研修室
（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 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
愛東支所　ボランティア活動室
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 12日㈮、25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 無料相談会

（予約制） 19日㈮ 13：30～16：30 市役所　本庁舎新館２階212会議室
※電話予約受付（先着６人）10月５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
ほのぼの会 ９日㈫、23日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）
ミモリの会

10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

17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 19:30～21:30 愛東コミュニティセンター
コスモスの会 18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 20日㈯ 10:30～15:00 小田苅家（小田苅町）
カタクリの会 25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 能登川支所　☎ 0748-42-8700
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
商工労政 課　☎ 0748-24-5565（直通）　 050-5802-9540　 0748-23-8292

無料就労相談 毎週火曜日 9:30、10:40
13:30、14:40

市役所本庁舎内会議室（１相談日４人まで）
※相談希望日前日までに電話で申込み

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）

行政書士相談
（予約制） 10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

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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市民ギャラリー

◆中西編物教室
10月16日㈫～26日㈮

◆創作茶杓（加藤髙之さん）
10月16日㈫～11月９日㈮

◆シャドーボックス展（パンプキンサンタ）
10月30日㈫～11月９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

風しんに注意してください

　関東地方で風しん患者が増加し、全
国的に流行の兆しがあります。感染予
防には予防接種が最も有効ですので、
接種歴を確認し対応してください。滋賀
県では風しん抗体検査（無料）、本市で
は予防接種助成（半額）を行っています。

東近江保健センター　☎ 0748-23-5050
050-5801-5050　 0748-23-5095

将来への橋渡し　国民年金

◆一日年金相談
10月18日㈭、12月20日㈭、２月21日㈭

　10:00～16:00
市役所本庁舎新館１階111会議室
各日約10人（申込み先着順）
彦根年金事務所

☎ 0749-23-5489（予約専用）
◆国民年金保険料一部免除の場合の納付
　保険料の免除申請をして、一部免除が
承認された人も、免除後の保険料の納
付が必要です。免除後の保険料を納付し
ないと未納と同じ扱いになり、将来の老
齢基礎年金の額に反映されません。障害
や死亡などの際の年金も受けられない場
合がありますので注意してください。

彦根年金事務所　☎ 0749-23-1114
　保険年金課　☎ 0748-24-5631
　 050-5801-5631　 0748-24-5576

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、洋画の２部
門で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10日㈬～14日㈰
◆第２期（洋画、美術工芸、写真）

10月17日㈬～21日㈰
ギャラリートーク（ 書：藤居孝弘さん）

10月13日㈯ 14：00から
ギャラリートーク（ 洋 画：中村剛

たける

さん）
10月20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

第６回市民と議会の意見交換会
～君

あなた

が輝くまちづくり～

　議会活動の報告、意見交換を行いま
す。オープニングには、五個荘中学校
吹奏楽部による演奏があります。

10月20日㈯14:00～16:00 （受付13:30から）
五個荘コミュニティセンター
議会事務局　☎ 0748-24-5680
050-5801-5680　  0748-24-5568

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
６日㈯、７日㈰、８日㈷、13日㈯、
14日㈰、20日㈯、21日㈰、27日㈯、
28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

東近江市芸術文化祭イベント

◆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、レーヴ・パピヨンによる演奏をお楽
しみください。

10月12日㈮　18：30開演
八日市文化芸術会館　ロビー

◆こどもフェスティバル
10月20日㈯　13：00 開演
八日市文化芸術会館　ホール
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

滋賀県の最低賃金改定

　滋賀県最低賃金は、10月１日から1 時
間839円になりました。県内の事業所
に雇用されるすべての労働者に適用さ
れます。

東近江労働基準監督署　
☎ 0749-22-0394

10 月の休日歯科診療

８日㈷
松吉緑町歯科（八日市緑町）
☎ 0748-23-5374

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

琵琶湖岸復活大作戦

　湖岸の流木やごみなどの除去を行い
ます。作業ができる服装で参加してくだ
さい。

10月27日㈯９:00～11:00
　※荒天の場合は、28日㈰に延期

琵琶湖岸（栗見出在家町、栗見新田
町地先）能登川支所から送迎バスあり。

栗見プロジェクト（生活環境課内）
☎ 0748-24-5633　 050-5801-5633　

 0748-24-5692

■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。
市内の公共施設に設置しているほか、
市ホームページでも閲覧できます。　　
　また、広報紙への感想も募集してい
ます。市ホームページのフォームから投
稿してください。

■本市の人口（平成30年９月１日）
　人口：114,442人（－73）
　男性：56,950人（－17）
　女性：57,492人（－56）
　世帯数：43,835世帯（＋2）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　めったに起こるはずのない大災害が、
近年、毎年のように発生しています。
　今年も１月の大雪に始まり、６月の大
阪北部地震、７月の西日本豪雨、そして
酷 暑 の夏に、 台風第20、21号 の 襲 来。
加えて、９月には北海道胆振東部地震。
　決して他人事ではない災害への備え
を、今改めてできることから始めなけ
ればと思っています。（幸）

平成30年10月１日発行
（通巻165号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

全国地域安全運動　10月11日㈭~20日㈯
安全・安心なまちづくりの日　10月11日㈭
◆全国の安全重点
・子どもと女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
◆滋賀県の安全重点
・住宅侵入盗（空き巣、忍込み、居空き）
の被害防止
　犯罪のない安全で明るく住みよい地
域社会を実現するため、地域が一体と
なって地域安全活動を広げましょう。

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

行政相談

◆ 10月15日㈪～21日㈰は行政相談週間
　行政なんでも相談所を開設し、相続・
登記・年金・税金・道路などの相談に
応じます。（秘密厳守・無料）

10月24日㈬13：30～16：00
　受付は、13:00～15:30

ショッピングプラザアピア４階研修室
（八日市浜野町）

滋賀行政監視行政相談センター
☎ 077-523-1100

手話公開講座

　手話を学んでできるボランティア活動
やサークル活動について学習します。

10月31日㈬19:00～21:00
市役所本庁舎新館３階314会議室
東近江市、日野町、竜王町に在住、在

勤、在学の15歳以上の人 （中学生を除く。）
※要約筆記が必要な人は、10月23日㈫
までに申し込んでください。

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

第７回奥永源寺匠の祭

　匠の技を持つ職人が集まり、制作実演、
作品の展示・販売などが行われます。

10月19日㈮～22日㈪ 10:00～16:00
筒井神社周辺（蛭谷町）
奥永源寺匠の祭実行委員会（北野さん）

☎ 090-6558-7548

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。

10 月11日㈭ 9:30～11:30 （一人 30分程度）
能登川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

第29回ひがしおうみ
エコフリーマーケット

　家庭で不要になったものなどを販売します。
10月14日㈰10：00～15：00 （雨天中止）
市役所本庁舎駐車場

※あわせてパソコンなどの小型家電や
穴の開いていない使用済みスプレー缶、
使い捨てライターの回収を東庁舎駐車
場で行います。（雨天決行）

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

21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。
■10月の対象外施設
クレフィール湖東「至福の湯」、湖東プール

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