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「広報ひがしおうみ」への
    感想をお寄せください

　市民の皆さんにとってより読みやす
く、親しみやすい広報紙づくりのため、
広報紙への感想を募集します。　
　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

ﾒｰﾙ　koho@city.higashiomi.lg.jp
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手話体験講座　受講生

　耳が不自由な人に接するときに、「手
話ができないからどうしよう」とため
らった経験はありませんか。ほんの少
しのきっかけで、耳の不自由な人と会
話ができます。

５月29日㈮、６月５日㈮、12日㈮
　10:00～12:00（全３回）

蒲生コミュニティセンター
市民または市内在勤者で手話を初め

て学ぶ人もしくは学習経験が概ね１年未
満の人

30人（申込み先着順）　 550円
５月15日㈮まで

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

中部清掃組合職員採用試験

職　種 採用予定人数
上級技術職（機械） １人

　

第１次試験：６月14日㈰
（内容：教養試験、専門試験）

昭和55年４月２日～平成10年４月１日
生まれの人　
※最終結果は７月上旬に発表し、９月１
日採用予定です。
※詳しくは、募集要項を確認してください。

６月５日㈮まで
中部清掃組合総務係　

☎0748-53-0155

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）
※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。

６月16日㈫９:40～14:30
　　   17日㈬９:40～16:00
※受講時の託児あり（事前申込みが必要）

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）

印鑑、筆記用具
６月９日㈫まで

ファミリー・サポート・センター
☎0748-22-8202　 050-5801-1135

0748-29-3899

子育て支援事業　参加者

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・栄養士と一
緒に自己主張する時期の子どもとの関
わり方を学び合います。（全 4 回）

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）

６月11日㈭、18日㈭、25日㈭、７月２日㈭
能登川コミュニティセンター
６月12日㈮、19日㈮、26日㈮、７月３日㈮

※各会場全４回、いずれも10:00～12:00
平成30年６月～12月生まれの子とそ

の母親
各会場15組（申込み先着順）
５月11日㈪～６月５日㈮

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

0748-29-3899

市民協働推進委員会　委員

　市民参加や協働によるまちづくりを
推進するため、取組の検討や評価、活
動を実践する委員を募集します。

（任期は、令和４年３月31日まで）
本市在住または在勤の18歳以上の人

で、市民活動や地域コミュニティに関
心を持ち、建設的な意見や提案をして
いただける人

３人程度
５月11日㈪まで

※所定の申込用紙に必要事項を記入
し、持参、郵送またはメールで提出

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

0748-24-5560
ﾒｰﾙ　machikyo@city.higashiomi.lg.jp

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。

12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）5月7日㈭９:00から

19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）5月12日㈫９:00から

26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）5月19日㈫９:00から

登記・相続相談
（当日受付）

15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）

行政相談
※行政相談委員
　による相談

（当日受付）

19日㈫ 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

26日㈫ ９:00～11:30 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
男女共同参画
やすらぎ相談 14日㈭、15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

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

ミモリの会 13日㈬ 10:00～12:00 市役所本館１階102会議室

ほのぼの会 19日㈫ 13:30～15:00 せせらぎ（市子川原町）

男性介護者の会
20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 20日㈬ 13:00～15:00 能登川コミュニティセンター

コスモスの会 21日㈭ 10:00～12:00 湖東コミュニティセンター

カタクリの会 28日㈭ 10:00～12:00 永源寺コミュニティセンター

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

お仕事探し相談 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）

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

▲市ホームページ

　新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止などにより、

イベントが変更となる可能性

があります。　

　詳しくは、市ホームページ

をご覧いただくとともに主催

者に問い合わせてください。

新型コロナウイルス

感染症の影響による

イベントの変更について

広告の掲載が可能な場所や大きさなど、
詳しくは問い合わせてください。

公共交通政策課
☎0748-24-5658　 050-5801-5658
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１㎡当たり１００円／日（最長３年間） １枠当たり３，０００円／月額

　特集
　令和２年度当初予算

人と人、人とまちをつなぐ広報紙

　～摘みたていちごを堪能～
　春の訪れとともに、あいとうマーガレットステー
ションのいちご狩り園がオープン。
　甘さと香りに加え、生産者の愛情がギュッと詰
まった真っ赤ないちごを５月下旬頃まで味わうこ
とができます。（３月７日撮影）

▲ あいとうマーガレット
    ステーション

    イベント案内

　新型コロナウイルスを含む感染症
の対策の基本は、「手洗い」や「マス

クの着用を含む咳エチケット」です。

健康推進課
☎0748-24-5646

050-5801-5646

手洗い

　

咳エチケット

　石けんで手のひら、甲、指先、
つめの間、指の付け根、手首

などをしっかりこすり洗いしま

しょう。

　マスクをしっかり着用しま
しょう。マスクがない時やとっ

さの時は、ティッシュや服の袖

で口を覆いましょう。

人と人、人とまちをつなぐ広報紙
元
気
に
大
き
く
育
っ
て
ね
♪

特集  東近江市１００年の森づくり

撮影地　広葉樹の苗木を植樹する親子（ 政所町藤川谷 ）

ちょこっとバスの

車外広告を募集

感染症対策へのご協力を

お願いします
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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、人権相談や人
権啓発などの活動をしています。

氏　名 住　所
　山田　幸平 　中小路町
　日永　清惠 　大森町
    加川　泰正 　八日市町
　谷　明美 　市辺町
　西村　惠子 　今堀町
　森川　弘三 　沖野一丁目
　山川　平兵衛 　山上町
　壁田　文 　山上町
　奥井　和義　 　五個荘塚本町
　藤野　富佐子 　五個荘簗瀬町
　松岡　和幸 　平尾町
　村山　すず子 　園町
    大林　惠美子 　小田苅町
　小川　正道 　小八木町
　嶋林　正清 　小田苅町
　村川　くに子 　小川町
　居𠩤田　ひろみ 　新宮町
　荻野　忍 　川南町
　大林　隆三 　栗見出在家町
　望田　哲 　綺田町
　森田　初枝 　鋳物師町
　安田　義徹 　蒲生大森町

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

石綿による疾病の労災認定

　中皮腫、肺がんなどを発症し、それ
が労働者として石綿（アスベスト）ばく
露作業に従事していたことが原因（業務
上疾病）と認められた場合には、労災
保険給付または特別遺族給付金が支給
されます。

滋賀労働局労災補償課　
　☎077-522-6630

東近江労働基準監督署
　☎0748-22-0394

サマーホリデー指導員

　サマーホリデーは、特別支援学校や
特別支援学級に通う子どもが夏休み期
間中、地域の皆さんとふれあい楽しく
過ごすための事業です。
　活動プログラムの企画、運営と子ど
もたちのサポートをする指導員を募集し
ます。

６月中旬から10月までのサマーホリ
デー開催日と研修 ･ 打ち合わせなど（約
20日間）　9:00～16:30
※時給870円、出勤日は応相談

東近江市社会福祉協議会
☎0748-20-0555　 050-5801-1125　

５月17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、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。
　「ふれあいカード」は、4 月に幼児園
や小学校、中学校などで配付したチラ
シに付いています。また、市役所新館、
東庁舎、各支所、各コミュニティセン
ター、東近江保健センター、各図書館、
家族ふれあいサンデー対象施設にも設
置しています。

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

子どもの看護休暇・介護休暇の
時間単位での取得

　

　育児や介護を行う労働者が子どもの
看護休暇や介護休暇を柔軟に取得する
ことができるよう、育児・介護休業法
施行規則等が改正され、時間単位で取
得できるようになります。施行は令和３
年１月１日です。

滋賀労働局雇用環境・均等室　
☎077-523-1190

固定資産税納税通知書の発送

　固定資産税納税通知書を５月１日付
けで発送します。年税額や納付方法を
確認してください。

資産税課　☎0748-24-5605、5637
050-5801-5605、5637　  0748-24-5577

就職氷河期世代対象の
就労相談窓口の開設

　

　「就職氷河期世代」（概ね30歳代半ば
から50歳代半ば）の就職を支援する相
談窓口を開設しました。本人の希望に
沿って、面談や職場見学、事業所内体
験実習を通して、ミスマッチのない就労
の実現を応援します。

毎週木曜日　9:30～3:40
市役所本館内会議室
概ね30歳代半ばから50歳代半ばの市

内在住の求職者
※前日までに電話で申し込んでくださ
い。（予約優先）

東近江市しごとづくり応援センター
☎0748-24-5565　 050-5802-9540　

0748-23-8292

市民ギャラリー

◆写真と川柳展（松吉三男さん）
５月15日㈮まで

◆深雪アートフラワー（木戸口史子教室）
５月19日㈫～29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

令和２年５月１日発行
（通巻184号）

お知らせお知らせ

東近江警察署からのお知らせ

◆自転車の安全利用五則
①自転車の走行は、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／⑤子どもはヘルメッ
トを着用
　自転車は環境にやさしく手軽な乗り
物ですが、転倒の危険があるほか、自ら
が事故に遭うだけでなく、歩行者に怪我
を負わせることにもなりかねません。
　「自転車は車両」であることを十分認
識して信号などの交通ルールやマナー
をしっかり守りましょう。

東近江警察署　☎0748-24-0110

５月の休日歯科診療

３日㈷
安土デンタルクリニック（近江八幡
市安土町上豊浦）☎0748-46-4797

４日㈷
輪田歯科医院（日野町松尾）
☎0748-53-0610

５日㈷
きむら歯科醫院（八日市東浜町）
☎0748-22-0234

６日㉁
藤居歯科医院（林町）
☎0748-42-0240

診療時間　９:00～16:00
湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

献血に協力してください

全血（200ml、400ml）
５月14日㈭９:30～12:00、13:00～15:30
市役所新館

※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

５月のし尿収集業務のお休み 　

５月

２日㈯、３日㈷、4日㈷、５日㈷、
６日㉁、９日㈯、10日㈰、16日㈯、
17日㈰、23日㈯、24日㈰、30日㈯、
31日㈰

（八日市、永源寺、五個荘、能登川、蒲生）
　クリーンぬのびき広域事業協同組合
　☎0748-23-0107

（愛東、湖東）
　クリーンライフ湖東有限責任事業組合
　☎0749-35-5205

環境政策課　☎0748-24-5633
050-5801-5633　 0748-24-5692

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。

５月14日㈭9:30～11:30 （１人30分程度）
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

５月は消費者月間です

　消費者が安心安全で豊かに暮らすこ
とができる社会の実現に向け、「豊かな
未来へ～ 『もったいない』から始めよう！
～」を令和２年度の全国統一テーマに掲
げ、消費を通じた豊かな未来づくりに参
画することを目指します。
　消費生活や多重債務についての問合
せや相談は東近江市消費生活センター
までお気軽に相談してください。

東近江市消費生活センター
　（市民生活相談課内）
☎0748-24-5659　 050-5801-5659
※受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00
　（土、日、祝日を除く。）

広

告

有

料

■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、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
でも閲覧できます。　　

■本市の人口（令和２年４月１日）
　人口：114,005人（－268）
　男性：56,885人（－120）
　女性：57,120人（－148）
　世帯数：45,073世帯（＋82）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　12年ぶりに広報課へ配属となり、新
たな気持ちでと思っていましたが、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
さまざまなイベントや行事が中止や延
期となり、掲載予定だった記事を急きょ
差し替える事態に直面しています。手
洗いやマスク着用などのコロナ対策を
万全にし、毎月の広報紙発行に支障を
きたさないようにしたいものです。（だ）

　市では、毎月１日に発行している広報紙（38,200部発行）
および市ホームページへの有料広告を募集しています。
◆広報紙への広告掲載料（１枠１号）30,000円
　※規格：１枠　縦4.6cm×横8.6cm（この枠のサイズ）
◆ホームページバナー広告料（１口）20,000円
　　　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　http://www.city.higashiomi.shiga.jp/

広報課　☎ 0748-24-5611　 050-5801-5611

広報ひがしおうみ・ホームページ広告募集

▲市ホームページ
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