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＊費用の記載がないものは無料です。
＊施設の休館日、開館時間などは各施設に問い合わせてください。

≪お願い≫公共機関に電話される際には、市外局番など番号を確認してください。

◎記号説明　 ＝日時、 ＝場所、 ＝対象、 ＝定員、 ＝費用、 ＝持ち物、
　　　　　　 ＝申込み、 ＝問合せ、 ＝ IP電話、 ＝ファクス

レイカディア大学　第43期学生

　 地 域 の ボ ラン
ティアや仲間づく
りなどの活動を通
して、 楽しく学ぶ
シニアの大学です。
　今回、令和３年10月から２年間活動
する第43期生を募集します。

60歳以上の県内在住者（10月１日現在）
■草津校：145人（園芸、陶芸、びわ

こ環境、　地域文化、健康づくりの５学科）
　■米原校：70人（園芸、北近江文化、
健康づくりの３学科）

年額50,000円 （教材費、傷害保険料、
自主活動などに必要な経費は自己負担）

８月10日㈫まで
滋賀県レイカディア大学草津校

（県立長寿社会福祉センター内）
☎077-567-3901　
滋賀県レイカディア大学米原校

（県立文化産業交流会館内）
☎0749-52-5110

ファミリー・サポート・センター
協力会員養成講座　受講生 　

　当センターでは、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、地域での子育てを
応援しています。
　育児の支援ができる
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、センター

にて随時登録できます。登録には印
鑑および本人確認ができるもの（写
真入り）が必要です。
８月25日㈬9：40～14：30

　８月27日㈮9：40～16：00
※ 受講時の託児あり（事前申込みが必

要です。）
保健子育て複合施設ハピネス２階
協力会員になりたい人
印鑑、筆記用具、本人確認ができる

もの（写真入り）
８月18日㈬まで

ファミリー・サポート・センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

防衛省自衛隊採用試験

区分 対象　 願書
受付期間

自衛官
候補生

（陸海空） 18歳以上
33歳未満の人

常時受付

一般曹
候補生 

（陸海空）

９月６日㈪ 
 まで

航空学生
（海）

18歳以上
23歳未満の人 ９月９日㈭

 まで航空学生
（空）

18歳以上
21歳未満の人

　

※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

子育て支援事業　参加者

❶のびのび親子の教室
　「赤ちゃんといっしょ」
　親同士や保育士・栄養士と一緒に自
我の芽生えの時期の子どもとの関わり
方を学び合います。（全４回）

Ａコース：８月３日、10日、17日、24日
いずれも火曜日10：00～11：30
Ｂコース：８月５日、12日、19日、26日
いずれも木曜日10：00～11：30

令和２年８月から令和３年２月生まれ
の子とその母親

各コース15組（申込み先着順）
７月５日㈪～30日㈮

❷親子であ・そ・ぼ♪
　ふれあい遊びや季節の歌遊びなど親
子で楽しめる内容がいっぱいです。

コース 開催日時

　 ０歳 ８月２日㈪10：00～11：00

 　１歳 ８月23日㈪10：00～11：00

２歳～ ８月30日㈪10：00～11：00

各コース16組（申込み先着順）
※託児はありません。

７月５日㈪から
❸おひさまっこ　
　双子、三つ子などの多胎児を妊娠ま
たは育児するお母さん同士で情報交換
や交流を行います。

７月16日㈮10：00～11：15
市内在住の多胎児親子、多胎児妊婦

❶❷❸共通
保健子育て複合施設ハピネス２階

東近江市子育て支援センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

ライフロング事業講座　受講生

❶男のヨガと健康運動
７月８日㈭、29日㈭14：00～15：30
15人（当日受付）　 700円

❷大人の音楽脳トレ
７月16日㈮10：00～11：30
25人（当日受付）　 700円

❸スマホ情報発信と集客ノウハウ
７月29日㈭10：30～12：00
14人（当日受付）　 1,000円

❶❷❸共通
八日市文化芸術会館

❹夏休み親子サクサクお片付け
７月31日㈯10：00～11：30
能登川コミュニティセンター
15組（申込み先着順）
１組1,000円

（親１人・子２人の場合は、1,600円）
❶❷❸❹共通

八日市文化芸術会館
050-5801-6862　 0748-23-6863

❶簡単楽しく動くリズム体操
７月８日㈭10：00～11：30

❷有酸素運動とヨガで健康に
７月９日㈮、14日㈬10：00～11：30

❸凜軸～りんじく～骨盤調整エクササイズ
７月21日㈬13：30～15：00

❶❷共通
体育館シューズ

❶❷❸共通
40人　 500円
ヨガマット（バスタオル可）、飲み物

※必ず検温を済ませてお越しください。
ウェルネス八日市

050-5801-1137

しげちゃん一座絵本ライブ

　ステージで繰り広
げられる楽しい絵本
の世界＆音楽をお楽
しみください。

８月７日㈯    13：30開場　14：00開演
あかね文化ホール
一般3,000円　18歳以下2,000円

※ チケットは、八日市文化芸術会館、あか
ね文化ホールの各窓口で販売（全席指定）
八日市文化芸術会館
050-5801-6862　 0748-23-6863

におのうみ川柳　作品

　滋賀県更生保護女性連盟では、「生き
づらさ」を抱えた人たちの存在や、それ
を支えようとする更生保護への理解を深
めることを目的に川柳を募集します。
■応募方法
　応募作品、ペンネーム、氏名、住所、電
話など連絡先を記載の上、申込み先まで
郵送してください。応募用紙は、市役所
健康福祉政策課窓口に設置しています。
■募集テーマ
　生きづらさを抱えた人たちに思いを
寄せたもの、自己の立場でできる立ち直
りの支援について考えるもの、地域の大
切さを感じさせるものなど更生保護に
ついて広く訴える作品
■ 応募資格
　県内在住、在勤、在学の人で、１人２句
まで応募可能。作品は自作、未発表のも
のに限ります。
　応募作品の著作権は、同連盟に帰属
し、ポスターや機関紙などの活動に利用
できるもの
■ 応募期間
　７月１日㈭から10月29日㈮まで
■ 審査・表彰
　応募作品に対して審査を行い、優秀
作品については表彰や記念品を贈呈し
ます。

滋賀県更生保護女性連盟
（大津市京町３-１-３）

☎ 077-524-9362

あかね文化ホール　受講生

❶簡単！ リズム体操
７月１日㈭、22日㈷10：00～11：30

❷有酸素運動とヨガで健康に
７月13日㈫、27日㈫10：00～11：30

❶❷共通
700円

❸親子で楽しくリトミック（０～３歳児）
７月28日㈬10：00～11：00
３歳以下の幼児と保護者　

❹親子で楽しくリトミック（３～６歳児）
７月17日㈯10：00～11：00
３～６歳の幼児と保護者　

❸❹共通
１組600円

❶❷❸❹共通
あかね文化ホール　

050-5801-0207　 0748-55-3898

今月の相談今月の相談 市民生活相談課
050-5801-5616　 0748-24-0217

自衛隊
ホームページ▶

相談項目 相談日 相談時間 相談場所

法律相談
（電話予約制）
※弁護士による
　相談。１人30
　分。年１回限り

13日㈫

13：00～16：00

７月６日㈫9：00から ※ 直通電話で受付
（先着６人）

市役所新館１階
市民生活相談課

20日㈫ ７月13日㈫9：00から

27日㈫ ７月20日㈫9：00から

登記・相続相談
（当日受付） 16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（６人）

行政相談
※行政相談委員

による相談
（当日受付）

７日㈬ 9：00～11：00 永源寺コミュニティセンター３階302会議室

８日㈭ 9：30～12：00 愛東支所１階会議室３

15日㈭ 13：00～16：00 湖東支所１階相談室

20日㈫ 9：30～12：00 五個荘支所１階相談室

21日㈬ 9：30～12：00 市役所新館１階市民生活相談課

27日㈫ 9：00～11：30 蒲生コミュニティセンター２階学習室３

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　 050-5801-5659

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

特設人権相談 15日㈭ 13：00～16：00 市役所新館１階111会議室

やすらぎ相談 ８日㈭、30日㈮ 9：15～12：30 市役所新館（※予約制／１人１時間以内）

長寿福祉課　 050-5801-5645　 0748-24-1052
家族介護者の会　介護者の悩み相談

じゃがいもの会 13日㈫ ９：30～11：30 五個荘コミュニティセンター

ミモリの会 14日㈬ 10：00～12：00 市役所本館１階101会議室

カタクリの会 15日㈭ 10：00～12：00 鈴鹿の里コミュニティセンター

コスモスの会 15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

21日㈬ 13：00～15：00 NPOこもれ日
び

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 21日㈬ 13：00～15：00 能登川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

お仕事探し相談 毎週火曜日 9：30、10：40
13：30、14：40 商工労政課

050-5802-9540　 0748-23-8292
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

就職氷河期
世代の人向け

就労相談
毎週木曜日 9：30、10：40

13：30、14：40

子ども・ＤＶに
関する相談

月～金曜日 8：30～17：15 こども相談支援課
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（☎0748-24-1234）

夜間・休日
お薬電話相談

夜間 21：00～９：00 東近江薬剤師会　☎0748-78-0939
薬剤師が夜間・休日に薬の困りごとに答えます。休日 終日

ウェルネス講座　受講生


