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スクエアステップボランティアリーダー
養成講習会　受講者

　運動支援ボランティアリーダーの養成
講習会です。スポーツ医学を専門とする
大学教員が開発した、高齢者の健康・
体力づくり、認知症予防のための楽しい
運動「スクエアステップ」を学びます。

10月15日㈫10:00～15:00、10月17日㈭
　10:00～11:30、11月５日㈫10:00～15:00
    （全３日の講習会）

東近江保健センターほか
地域の高齢者サロンなどで健康づくり

　活動を行いたい人
30人（申込み先着順）
2,000円（資格認定料）
９月２日㈪9：00から

スポーツ課　☎ 0748-24-5674　
050-5801-5674　 0748-24-5571

ウェルネス講座　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月11日㈬、13日㈮10：00～11：30
500円

❷簡単楽しく動くリズム体操
９月12日㈭、26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

ライフロング事業講座　受講生

◆たのしい歌の講座
９月８日㈰14:00～15:30
30人（当日受付）　 500円

◆男のヨガと健康運動
９月12日㈭、26日㈭14:00～15:30
20人（当日受付）　 500円

◆大人の音楽脳トレ
９月20日㈮10:00～11:30
30人（当日受付）　 500円

◆大道芸パフォーマー入門
９月21日㈯10:00～12:00
15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
※ライフロング後期講座募集！
詳しくは、募集チラシををご覧ください。

滋賀県障害者スポーツ大会　参加者

◆卓球
11月３日㈷9：00～16：30
草津市立総合体育館（草津市）
９月18日㈬まで

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

　または各支所

パソコンボランティア和
やわらぎ

ねっと！事業
受講生

❶パソコン講座
　パソコンの初心者を対象に、ワード、
エクセルを学びます。

10月12日から令和２年３月まで月２回
　（第１、第３土曜日に開講、10月は１回）
　10:00～12:00　※更新あり

ウェルネス八日市
25人（申込み先着順）
8,000円（６カ月分）

ノートパソコン
９月30日㈪まで

❷ボランティア養成講座
　 パソコン講座で活躍していただける
ボランティアの養成講座です。学びなが
ら楽しく活動ができます。

10月５日、12日、19日、26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ほか
10人（申込み先着順）
９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

東近江市民体育大会　参加者

◆バドミントン
９月22日㈰9：00から
布引運動公園体育館
１人500円　 ９月12日㈭まで

◆水泳
９月29日㈰８：30から
布引運動公園プール
９月11日㈬まで

◆タグラグビー
10月６日㈰9：00から

布引運動公園陸上競技場
９月25日㈬まで

スポーツ課　☎ 0748-24-5674
050-5801-5674　 0748-24-5571

防衛省自衛隊採用試験 　

募集種目 対象年齢 受付期間

自衛官
候補生

18歳以上
33歳未満 常時

防衛大学校
（一般）

18歳以上
21歳未満

９月５日㈭～
９月30日㈪

防衛医科大
学校 （医学
科・看護学科）

18歳以上
21歳未満

９月５日㈭～
９月30日㈪

※応募資格、試験日など詳しくは問い
合わせてください。

自衛隊近江八幡地域事務所
☎ 0748-33-2103　

あかね文化ホール　受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
９月３日㈫、24日㈫10：00～11：30　
500円

❷簡単！リズム体操
９月５日㈭、19日㈭10：00～11：30
500円

❸親子で楽しくリトミック
９月25日㈬10：00～11：00
未就園児と保護者　 500円

❶❷❸共通
あかね文化ホール　

☎ 0748-55-0207　 050-5801-0207　
0748-55-3898

ガイドヘルパー養成講習会　受講生　

　視覚に障害のある人の外出を支援す
るガイドヘルパーの養成講座（全５回）
です。受講後は、ガイドヘルパーとして
登録していただきます。

Ａコース：11月14日㈭、19日㈫、20日㈬、
　　　　　21日㈭、12月９日㈪
　Ｂコース：11月14日㈭、19日㈫、25日㈪、
　　　　　26日㈫、12月９日㈪
　Ｃコース：11月14日㈭、19日㈫、12月３日㈫、
　　　　   ４日㈬、９日㈪

滋賀県立障害者福祉センター（草津市）、 
　滋賀県立視覚障害者センター（彦根
　市）など

市内在住の人
１人（申込み多数の場合は抽選）
９月30日㈪17:00まで

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

てんびんの里ふれあい広場2019
五個荘フリーマーケット　出店者

10月26日㈯10:00～15:00（小雨決行）
五個荘中央公園
30区画（申込み先着順）

１区画2,000円（縦4m、横３m）
９月３日㈫ 9：00から

※出店料を添えて申し込んでください。
※電話での申込みはできません。
※飲食物は販売できません。

五個荘コミュニティセンター
☎ 0748-48-2737　 050-5801-2737

能登川スポーツセンター　受講生

　60～70代の人でも楽しく参加できる
運動教室です。
❶いきいき脳活運動教室（全６回）

10月９日、23日、30日、11月13日、20日、
 　27日いずれも水曜日　13：30～14：30
❷姿勢改善＆筋力 UP 運動教室 （全６回）

10月11日、25日、11月１日、８日、15日、
   22日いずれも金曜日 　13：00～14：00
❶❷共通

20人（申込み先着順）
国民健康保険加入の人2,000円

　一般 2,500円
タオル、体育館シューズ、飲み物

能登川スポーツセンター
☎ 0748-42-5099　 050-5801-5099

0748-42-6111

布引運動公園体育館
フィットネス教室　受講生

　10月から12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ます。
教室の内容：骨盤底筋エクササイズ、リ
フレッシュヨガ、メンズヨガ、ＺＵＭＢＡ

（ズンバ）、ステップウォーキング＆ボール
エクササイズ、ゆるヨガ、らく！楽！エクサ
サイズ、パワーバランスヨガＡ・Ｂ、バレト
ン、朝ヨガ

16歳以上
９月19日㈭から （申込み先着順、電

話予約不可）
※内容により受講料が異なります。詳し
くは問い合わせてください。
※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
ホームページ http://higashiomi-j.com

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30
　分。年１回限り。
　詳細は確認し
　てください。

10日㈫ 13:00～16:00 市役所新館　１階市民生活相談課
※直通電話で受付（先着６人）９月３日㈫９:00から

17日㈫ 13:00～16:00 湖東支所　1 階相談室
※直通電話で受付（先着６人）９月10日㈫９:00から

24日㈫ 13:00～16:00 市役所新館　１階市民生活相談課
※直通電話で受付（先着６人）９月17日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付） 20日㈮ 13:00～16:00

（12：50～受付）
市役所新館　１階市民生活相談課
※司法書士による相談（先着６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

４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

17日㈫ ９:30～12:00 五個荘支所　１階相談室

18日㈬ ９:30～12:00 市役所新館　１階市民生活相談課

19日㈭ ９:30～12:00 愛東支所　１階会議室３

24日㈫ ９:00～12:00 蒲生支所　２階202会議室

一般相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

９:00～12:00
13:00～16:00 市役所新館　１階市民生活相談課

消費生活相談 月～金曜日
（祝日を除く。）

９:00～12:00
13:00～16:00

消費生活センター（市民生活相談課内）
・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
４日㈬

９:00～12:00 市役所新館　１階111会議室
13:00～16:00 市役所新館　２階212会議室

18日㈬ 13:00～16:00 市役所新館　２階212会議室

男女共同参画
やすらぎ相談 13日㈮、26日㈭ ９:15～12:30 市役所新館（※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 10日㈫、24日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

じゃがいもの会
11日㈬

９:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

ミモリの会 10:00～12:00 市役所東庁舎Ａ会議室

男性介護者のつどい
18日㈬ 10:00～12:00 小田苅家（小田苅町）

　※上記以外の水曜日は、電話相談を受付 （☎ 090-3288-6580）

ほっとミルク
18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 19日㈭ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

カタクリの会 26日㈭ 10:00～12:00 ふるさと文化体験学習館

ほほえみ 電話相談 （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）

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

市民生活相談課　☎ 0748-24-5616（直通）
050-5801-5616　 0748-24-0217
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広

告

有

料

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。

９月20日㈮13:30～16:30 （１人30分以内）
市役所新館2階212会議室
６人（申込み先着順）
電話予約受付９月６日㈮8：30から

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

15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。
　なお、永源寺温泉「八風の湯」、観
峰館は対象外です。

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

９月の休日歯科診療

16日㈷
（医）伊東歯科クリニック
（近江八幡市鷹飼町北）

☎ 0748-34-6091

23日㈷
磯部歯科医院

（近江八幡市鷹飼町）
☎ 0748-37-7272

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

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。

９月26日㈭ 9:30～11:30
市役所本館２階202会議室

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

生活の困りごと なんでも相談会

　生活の中での困りごとや不安、悩み
を抱えている人に、弁護士、司法書士、
社会福祉士などが相談にのります。

９月28日㈯13:30～16:00
東近江市福祉センターハートピア
市内在住の人
NPO法人まちの相談室よりそい

☎ 0748-56-1085　 050-8036-0252　
0748-56-1085

カイゴとフクシ就職フェア

　県内で、福祉事業（高齢・障害・児童
の各分野）を展開する20法人が出展す
る就職説明会です。１日で多くの福祉職
場職員と直接話ができるので、自分に
合った職場を見つける絶好のチャンスで
す。

９月28日㈯12：30～16：00
草津市立まちづくりセンター

　（草津市西大路町9-6）
社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会　　

　滋賀県南部介護・福祉人材センター
☎ 077-567-3925　  077-567-3928

し尿収集業務のお休み
（八日市・永源寺・五個荘・能登川・蒲生）

９月
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
15日㈰ 、16日㈷ 、21日㈯ 、22日
㈰、23日㈷、28日㈯、29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）
に確認してください。

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

し尿収集料金の改正

　消費税の税率改正に伴い、し尿収集
料金を 10月１日収集分から消費税率を
10％で計算し、請求します。

八日市布引ライフ組合（八日市・永源　
寺・五個荘・能登川・蒲生地区 )
☎ 0748-22-0465
湖東広域衛生管理組合（愛東・湖東地区）
☎ 0749-35-4058

未就園児事業 参加者

未就園児事業
「親子みらいちゃんルーム」　

内容：「うんどうあそび」について
開催日 開催場所

10月16日㈬
10月17日㈭

東近江市子育て支援セン
ター（保健子育て複合施
設ハピネス２階）

10月18日㈮ 蒲生コミュニティセンター

10月23日㈬
10月24日㈭ 能登川保健センター

10月25日㈮ 五個荘あさひ幼児園

10月29日㈫ 湖東ひばり幼児園

いずれも10:00～11:30
市内の未就園児と保護者
各会場25組（申込み先着順）
水筒、タオル、着替え
９月17日㈫から

各子育て支援センター
　八日市    ☎  0748-22-8201
　　　　　   050-5801-1135
    蒲生　　☎  0748-55-4889
　　　　　   050-5802-9361
　能登川    ☎  0748-42-8510
　　　　　   050-5802-9362
　五個荘　   050-5801-1150
　愛東・永源寺（開催場所：湖東）
　　　　　   050-5802-8816

■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
　　　 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日に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。　　
　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（令和元年８月１日）
　人口：114,227人（＋68）
　男性：56,936人（＋65）
　女性：57,291人（＋３）
　世帯数：44,560世帯（＋91）
　※（　）内は前月比

■編集後記
    「ちいさなたびいち」の取材で各プロ
グラムを企画する皆さんに出会いまし
た。皆さん熱心にさまざまな活動や事
業をされており、その情熱に胸を打た
れました。ぜひ、「ちいさなたびいち」
に参加して、東近江市の多彩な魅力に
触れられてはいかがでしょうか。（ゆ）

令和元年９月１日発行
（通巻176号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆秋の行楽期　山岳遭難に注意！！
　～万全の準備と登山届の提出を～
　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
ていますが、その反面、遭難するケース
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
会が運営する「コンパス登山届受理シス
テム」の閲覧協定を結んでいます。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、利用してください。
　また、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

市民ギャラリー

◆中西編物教室（中西道子さん）
◆チョークアート（萩原千尋さん）

９月３日㈫～27日㈮
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　☎ 0748-24-5672　
050-5801-5672　 0748-24-1375

第15回記念　弘誓寺抽象画展

　画家８人による抽象画展と過去の同
展の写真パネル展です。

９月22日㈰～29日㈰9:00～16:00
※最終日は15時まで

弘誓寺（五個荘金堂町）
文挙の会　☎ 090-3279-6836

献血にご協力ください

■全血（200ml、400ml）
９月４日㈬ 9:30～12:00、13:00～15:30
市役所新館
９月22日㈰10:00～12:00、13:00～15:30
あいとうマーガレットステーション

※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

東近江市空家総合相談会

　空家や空店舗に関するさまざまな相
談ができます。

９月６日㈮
　空家・空店舗所有者の部 10：00～12：00
　活用希望者の部 13：00～15：00

市役所新館２階212会議室
住宅課　☎ 0748-24-5669
050-5801-5691　  0748-24-5578

滋賀働き方改革推進センター

　労働時間の適正な把握、就業規則や
36協定の作成、賃金規定の整備など、
具体的な対応については「滋賀働き方改
革推進センター」に相談してください。

滋賀働き方改革推進センター（大津
市打出浜２番１号 コラボしが21５階）
☎ 0120-100-227
メール hatarakikata-shiga@s-keisankyo.
or.jp　
受付時間 9:00～17：00 （土・日・祝日を除く。）
◆働き方改革関連法に関する問合せ

滋賀労働局（大津市打出浜14番13号）
労働基準部監督課　☎ 077-522-6649
雇用環境・均等室　   ☎ 077-523-1190

お客様の美味しいNo.1を目指します

少人数様の個室から最大140名様（着席）収容の
宴会場もご用意しております。また200名立食プラン
のご提案もご準備しております（2Fフロア貸切）。       

中国料理 シーダサイカン

TEL（0748）34ー3700株式会社ハオチーワン
近江八幡市中村町21-6 グリーンホテルYes近江八幡内　
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▲投稿フォーム

【時給】 ９５０ 円

【勤務地】 八日市養護学校（滋賀県東近江市上平木町２９０）

【勤務】 ７：００～１０：００、１４：３０～１７：３０

※いずれの時間とも出勤可能な方

【休日】 土曜、日曜、祝日、学校の長期休暇期間中

大 募集 ！

〒522-8503 滋賀県彦根市駅東町１５番１

応募受付／平日9：00～17：30 人事部（採用係）

◇スクールバスでの児童の介助業務 ◇未経験者大歓迎！ ◇資格不要

応募⇒お気軽にお電話下さい ℡．0749-22-3368

子供たちが安心し
て学校に通えるお
手伝いをします！

詳細については
QRコードよりご覧ください
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