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ようかいち起業塾　受講生

　起業に興味がある人、近々独立開業
を考えている人のための起業塾を開催
します。
　起業についての知識とノウハウを学
び、同じ起業を目指す仲間と一緒にあ
なたに合ったビジネスプランを作成しま
しょう。

１月19日、26日、２月2日、16日、３月１日
いずれも日曜日、10：00～16：00（全５回）

八日市商工会議所（八日市東浜町）
起業を検討している人、開業後５年

以内の事業者、資格や趣味を生かした
ビジネスを始めたい人、経営の勉強を
したい学生など

20人（申込み先着順）
11,000円

※ 12月14日㈯に無料体験プレセミナー
を開催予定

八日市商工会議所
☎ 0748-22-0186　 0748-22-0188

滋賀県民体育大会
スキー競技　参加者 　

❶クロスカントリー
１月19日㈰
箱館山スキー場（高島市今津町）

❷アルペン
２月２日㈰
びわ湖バレイスキー場（大津市木戸）

❶❷共通
300円
12月20日㈮まで

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
12月11日㈬、13日㈮10：00～11：30　

❷簡単楽しく動くリズム体操
12月12日㈭10：00～11：30　

❶❷共通
500円
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

広報ひがしおうみへの感想

　市民の皆さんにとってより読みやす
く、親しみやすい紙面づくりのため、広
報紙への感想を募集しています。　

市ホームページの専用フォーム、また
は郵送、メール、ファクスで、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を記入のうえ投
稿してください。

広報課　☎ 0748-24-5611　
050-5801-5611　 0748-24-1457

愛林作業体験と
焼き芋イベント 参加者

　愛知川河畔林で竹林の伐採体験や
竹を使って作った焼き芋の試食を行い
ます。（愛知川河畔林の会主催）

12月14日㈯9:00から
葉枝見橋下流愛知川河川敷広場（阿

弥陀堂町地先）集合
200円（活動保険料）

12月12日㈭まで
※小学生以下は保護者同伴

東近江土木事務所　
☎ 0748-22-7739　 0748-23-4163

国際交流サロン
「手打ちそばを楽しもう」 参加者

　外国人と日本人が交流を深める国際
交流サロン。12月は、「手打ちそばを楽
しもう」と題し、そば打ち職人の技を
見て、参加者自身もそば打ち体験を行
います。

12月21日㈯10:00～12:00
八日市コミュニティセンター
15人(申込み先着順）

500円（小学生以下無料）
エプロン
12月13日㈮まで

東近江国際交流協会
050-5802-9606

　（電話受付：平日10:00～16:00）
メール　hifa@e-omi.ne.jp

ライフロング事業講座 受講生

◆大人の音楽脳トレ
12月６日㈮10:00～11:30
500円
30人程度

◆男のヨガと健康運動
12月12日㈭、19日㈭14:00～15:30
500円

◆大道芸パフォーマー入門
12月14日㈯10:00～12:00
500円
15人程度

◆クリスマスコンサート2019
～カホン・三線・サンポーニャ・大道芸・
タップダンス・キッズダンス・ハンドベル・
ウクレレ～

12月15日㈰13:30～16:00
八日市文化芸術会館　

☎ 0748-23-6862　 050-5801-6862
0748-23-6863

のびのび親子の教室　参加者 　　

❶はじめまして！赤ちゃん
　初めて赤ちゃんを育てる母親が対象
の教室です。お母さん同士や、保育士・
保健師・助産師と一緒に赤ちゃんとの関
わり方を学び合います。（全４回）
◆能登川保健センター

１月８日㈬、15日㈬、22日㈬、29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）

１月９日㈭、16日㈭、23日㈭、30日㈭
※各会場全４回、いずれも10:00～12:00

第１子（令和元年８月～令和元年 11
月生まれ）と母親

各会場15組(申込み先着順）
12月９日㈪～27日㈮

❷赤ちゃんといっしょ
　お母さん同士や保育士・歯科衛生士
と一緒に、自我が芽生える時期の子ども
との関わり方を学び合います。（全４回）
◆能登川保健センター

１月24日㈮、31日㈮、２月７日㈮、14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）

１月20日㈪、27日㈪、２月３日㈪、10日㈪
※各会場全４回、いずれも10:00～11:30

平成31年１月～令和元年７月 生 ま れ
の子と母親

各会場15組(申込み先着順）
12月16日㈪～１月10日㈮

❶❷共通
能登川子育て支援センター　

☎ 0748-42-8510　 050-5802-9362
東近江市子育て支援センター
☎ 0748-22-8201　 050-5801-1135

あかね文化ホール 受講生

❶有酸素運動とヨガで健康に
12月３日㈫、17日㈫10：00～11：30

❷簡単！リズム体操
12月５日㈭、19日㈭10：00～11：30

❸親子で楽しくリトミック
12月11日㈬10：00～11：00

３歳以下の幼児と保護者　
❶❷❸共通

500円
あかね文化ホール　

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

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）12月3日㈫９:00から

17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）12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）12月17日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

13日㈮ 13:00～16:00
（12:50～受付）

市役所新館　１階市民生活相談課
※司法書士による無料相談（６人）

登記・測量相談
（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
※土地家屋調査士による無料相談（６人）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

4日㈬ ９:00～11:00 永源寺コミュニティセンター ３階302会議室

11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
13:00～16:00 湖東支所　１階相談室

17日㈫
９:00～12:00 蒲生支所 ２階202会議室
９:30～12:00 五個荘支所 １階相談室

20日㈮ ９:30～12:00 市役所新館　１階市民生活相談課

一般相談 月～金曜日 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 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
５日㈭

【人権週間】
９:00～12:00

市役所新館　2階212会議室
13:00～16:00

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 12日㈭、20日㈮ ９:15～12:30 市役所新館（※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） 20日㈮ 13：30～16：30 市役所新館　２階212会議室
※電話予約受付（先着６人）12月6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 10日㈫、24日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

じゃがいもの会 12日㈭ 9:30～11:30 五個荘コミュニティセンター

男性介護者の会 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 19:30～21:30 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 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） 11日㈬ 13:00～16:00

八日市コミュニティセンター
※電話予約が必要（先着５人）

行政書士会（上月） ☎ 080-4398-6093

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

　中心市街地の近江鉄道八日市駅前から市役所にかけてライトアッ
プします。

12月１日㈰～１月18日㈯17:00～23:00
近江鉄道八日市駅前ロータリー、グリーンロード（近江鉄道八日市

駅前～東近江警察署前交差点）、市役所正面玄関前ロータリー、
滋賀県立八日市高等学校 校門、八日市コミュニティセンター前

八日市商工会議所青年部　☎ 0748-22-0186

East RainbowEast Rainbow★★15th15th   【ＬＩＮＫ  人と街をつなげる】 【ＬＩＮＫ  人と街をつなげる】
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12月・１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）

　

12月
１日㈰、７日㈯、８日㈰、14日㈯、
15日㈰、21日㈯、22日㈰、28日㈯、
29日㈰、30日㈪、31日㈫

１月
１日㈷、２日㈭、３日㈮、4日㈯、
５日㈰、11日㈯、12日㈰、13日㈷、
18日㈯、19日㈰、25日㈯、26日㈰

　年末のし尿収集は混み合います。年内
のくみ取りは、12月10日㈫までに申し込
んでください。
　なお、年末年始など、指定された収集
日以外のくみ取りは行っていませんの
で、日頃から便槽の量を確かめるなどの
適切な管理をお願いします。

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

資産税課からのお知らせ

◆家屋を取り壊したときは届出を
　固定資産税は、毎年１月１日現在に
おいて課税されます。年末までに家屋
を取り壊した場合は届出をしてくださ
い。必要書類など詳しくは問い合わせ
てください。
◆償却資産の申告を
　市内に事業用の償却資産（太陽光発
電設備などを含む。）を所有されている
人は、毎年１月１日現在の所有状況を申
告する義務があります。申告方法など
詳しくは問い合わせてください。

資産税課　☎ 0748-24-5637
050-5801-5637　  0748-24-5577

12月・１月の歯科診療

12月
29日㈰

住井歯科医院 （日野町河原）
☎ 0748-52-3434

12月
30日㈪

江田歯科医院（近江八幡市中小森町）
☎ 0748-31-4618

12月
31日㈫

門坂歯科医院（日野町大窪）
☎ 0748-53-0118

１月
１日㈷

藤居歯科医院（林町）
☎ 0748-42-0240

１月
２日㈭

住井歯科医院（東沖野３丁目）
☎ 0748-22-1290

１月
３日㈮

マキノ歯科医院（中野町）
☎ 0748-24-5300

１月
13日㈷

鎌田歯科医院 （近江八幡市中小森町）
☎ 0748-34-8063

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

スポーツ振興くじ助成

　 独 立 行 政 法 人
日本スポーツ振興
センターのスポー
ツ振興くじ助成金
を受け、布引運 動
公園体育館に移動式バスケットゴール　
一対を購入しました。正式規則、ミニバ
スケットボールいずれも対応可能です。

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

市民ギャラリー

◆「私の作品展」（山本延由さん）
◆「写真作品展」（フォトサークル遊友）

12月10日㈫～20日㈮
◆「洋画」（大河原政之さん）

12月24日㈫～１月17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

12月４日㈬～10日㈫は
「第71回人権週間」

テーマ：「みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　未来へつ
なげよう　違いを認め合う心～」
　人権とは、全ての人々が生まれながら
にして持っている権利です。私たち一人
一人が、人権について正しく理解し、周
りの人の人権を尊重する意識を持つこ
とが大切です。もう一度、身近なところ
から人権を考えてみましょう。

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

0748-24-0217

パスポートセンター
「米原出張窓口」のお休み

　 年 末年始 （12月29日㈰～１月３日㈮ ）
および１月14日㈫は滋賀県立文化産業
交流会館の休館日のため、米原出張窓
口はお休みです。申請には平日の火・水・
木曜日にお越しください。
　なお、大津の窓口（ピアザ淡海１階）
は、月曜日～金曜日（祝日、振替休日、
年 末 年 始（12月29日㈰～１月３日㈮）を
除く。）に申請を受け付けています。

滋賀県パスポートセンター
☎ 077-527-3323　 077-527-3329

東近江市芸術文化祭イベント

◆映画「あん」
12月14日㈯14:00から（開場13:30）

八日市文化芸術会館　ホール
1,000円（チケット販売場所：八日市文

化芸術会館、生涯学習課、永源寺、五
個荘、愛東、湖東、能登川、蒲生地区
の各コミュニティセンター）

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

■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
　　　FAX 0748-24-1457
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■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（令和元年11月１日）
　人口：114,351人（＋40）
　男性：57,010人（＋23）
　女性：57,341人（＋17）
　世帯数：44,822世帯（＋98）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　毎月発行する広報紙は自宅では一読者
として目を通します。第三者の立場で読
むことがとても大切だと感じる時です。
　今年一年、取材などにご協力をいた
だいた皆さんありがとうございました。
　来年も親しまれる広報紙編集に努めま
すので、どうぞよろしくお願いします。（幸）　

令和元年12月１日発行
（通巻179号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆年末年始における特別警戒を実施　
　市民の皆さんが明るく平穏な新年を
迎えられるよう、警察は歳末特別警戒を
実施し、犯罪や事故の防止に努めます。
　犯罪のない安心安全な滋賀県を目指
して、「４つのかける」を呼びかけてい
ますので、地域で防犯に努めましょう。
①犯罪に対して「気をかける」
②地域であいさつなど「声をかける」
③住宅、自転車などに「鍵をかける」
④防犯カメラなどの設置を「呼びかける」

東近江警察署　☎ 0748-24-0110

12月１日㈰～31日㈫は
「年末の交通安全県民運動」

◆運動の重点施策
①高齢ドライバーを含む高齢者と子ども
の交通事故防止
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止
③全席シートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
⑤横断歩道利用者ファースト運動の推進
⑥「あおり運転」「ながら運転」の防止

市民生活相談課　☎ 0748-24-5699
050-5802-8484　  0748-24-0217

第14回東近江市文化団体連合会文化展

12月３日㈫～７日㈯10:00～16:00
（３日は13:00 から、７日は15:00 まで）

八日市文化芸術会館　展示室
東近江市文化団体連合会事務局

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

道路の除雪作業

　積雪が10cm以上になると主要幹線
市道の除雪を実施します。
◆路上駐車は作業の妨げになりますの
で絶対にしないでください。また、除
雪車に近づかず車間距離を十分にとっ
てください。
◆降雪時間、積雪状況により除雪が遅
れる場合や、深夜や早朝に作業する場
合があります。また、やむを得ず雪が
玄関の出入口に寄せられる場合があり
ますが、各家庭で除雪してください。
◆交通事故や道路障害の原因となるの
で敷地内の雪を車道や歩道に出さない
でください。
◆自治会が新たに購入する除雪機械に
対する補助制度を設けています。詳し
くは、問い合わせてください。

道路課　☎ 0748-24-5650
050-5801-5650　 0748-24-5578

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。

12月19日㈭9:30～11:30 （１人30分程度）
市役所本館102会議室

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

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、今月は、湖東プールは対象外です。

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

▲投稿フォーム

ご入学前のまとまった費用の準備が可能

40年以上の取扱実績

固定金利・長期返済が可能
お子さま

１人あたり

万円
以内350

ご融資額

月～金 9：00 ～21：00／土曜日 9：00 ～17：00  
教育ローンコールセンター
ご相談・お問い合わせは

受付時間

※日曜日、祝日、年末年始（12月31日〜1月3日）
はご利用いただけません。※全国から市内通
話料金でご利用いただけます。ナビダイヤルが
ご利用いただけない場合は、03-5321-8656に
おかけください。

あなたの“未 来”応 援します。
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