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第18回東近江市美術展覧会作品

　市民の芸術への関心を高め、明るく
楽しい文化生活の実現に寄与すること
を目的に東近江市美術展覧会を開催し
ます。
■搬入日　９月22日㈭、23日㈷それぞれ
10：00～15：00（12：00～13：00を除く。）
■会期
第１期（日本画、彫刻彫塑、書）
10月１日㈯～６日㈭
第２期（洋画、美術工芸、写真）
10月８日㈯～14日㈮
※10月３日㈪、11日㈫、12日㈬は休館
八日市文化芸術会館
県内に在住・在勤・

在学している人
※中学生以下は除く。　
出品料（鑑査料）作品
１点につき1,000円
※高校生は無料
市役所、各支所、コミュニティセン

ター、図書館などに設置している募集
要項を確認の上、出品してください。

生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

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」
　お母さん同士や保育士・栄養士と一
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）
Ａコース：８月17日、24日、31日、９月

７日いずれも水曜日10：00～11：30
　Ｂコース：８月18日、25日、９月１日、８
日いずれも木曜日10：00～11：30
令和３年８月から令和４年２月生まれ

の子とその母親
各コース10組（申込み先着順）
７月11日㈪～８月12日㈮

❷おひさま広場
　双子、三つ子などの多胎児
育児の情報交換や交流を
行います。
７月19日㈫
　10：00～11：15
市内在住の多胎児親子、多胎児妊婦

❶❷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

防衛省自衛官等採用試験

区分 対象　 受付期間
自衛官
候補生

（陸海空） 18歳以上
33歳未満の人

随時受付

一般曹
候補生 

（陸海空）

９月５日㈪ 
 まで

航空学生
（海）

18歳以上
23歳未満の人 ９月８日㈭

 まで航空学生
（空）

18歳以上
21歳未満の人

防衛大学校
（一般）

18歳以上
21歳未満の人

10月26日㈬
 まで

※�他にも受験区分あり。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

健康推進員養成講座  受講生 　

　食生活の改善や生活習慣病の予防な
ど、市民の健康づくりの推進に取り組
むボランティアの養成講座です。
■内容　講義、軽い運動、地域活動など
８月から12月までの期間で７日間
　（20時間）
保健子育て複合施設ハピネス
満20歳以上の市民で、令和５年度から
健康推進員として活動できる人
20人
350円（ボランティア
活動保険代）
筆記用具
７月20日㈬まで
健康推進課
050-5801-5646　 0748-24-1052

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）
※�依頼会員は、センターで随時登録で
きます。登録には本人確認書類（写
真入り）が必要です。
８月22日㈪9：40～14：30
　８月23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
筆記用具、本人確認書類（写真入り）
８月15日㈪まで
ファミリー・サポート・センター
050-5801-1135　 0748-29-3899

サマーホリデー  ボランティア

　養護学校や特別支援学級に通う子ど
もたちが、夏休みに友達や地域の人々
と楽しく過ごすための事業です。子ども
たちを見守りながら、水遊びや工作な
どで一緒に遊んでいただける人を募集
します。
７月21日㈭から８月25日㈭までの間

で、土・日曜日、祝日などを除く15日間（各
日とも９：30～15：30）
※１日単位でも参加できます。
野口町自治会館、ゆうあいの家（永

源寺高野町）、五個荘コミュニティセン
ター、湖東コミュニティセンター別館、
能登川自治会館、せせらぎ（市子川原町）

東近江市社会福祉協議会　
050-5801-1125　 0748-20-0535　

ウェルネス講座 受講生

❶簡単楽しく動くリズム体操
７月14日㈭10：00～11：30

❷凜軸～りんじく～骨盤調整エクササイズ
７月27日㈬13：30～15：00

❶❷共通
500円
ヨガマット（バスタオル可）、飲み物
※❶は体育館シューズが必要

ウェルネス八日市
050-5801-1137

江州音頭音頭取り教室 受講生

　江州音頭の音頭取りにチャレンジし
ませんか。初心者も大歓迎です。
毎月第１・第３土曜日14：00から
東近江江州音頭会館（八日市図書館前）
2,000円
東近江江州音頭会館

050-5801-1169

布引プール夏休み短期教室
受講生

①７月28日㈭～31㈰
　②８月１日㈪、２日㈫、４日㈭、５日㈮
　③８月８日㈪、９日㈫、11日㈷、12日㈮
　それぞれ12：30～13：25
幼児（３歳以上）～小学６年生
各60人（申込み先着順）
一般：6,600円、スクール生：5,280円
※８・９月に入会すると入会金が無料
７月１日㈮から申込み開始
　電話予約可能ですが、各日程の１週
間前までにプール窓口で申込書と参加
費を支払ってください。

布引プール
050-5802-2538

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

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。

12日㈫

13：00～16：00

７月５日㈫9：00から ※�電話で受付
（ 050-5801-5616）
（先着６人）

市役所新館１階
市民生活相談課

19日㈫ ７月12日㈫9：00から

26日㈫ ７月19日㈫9：00から

登記・相続相談
（電話予約制） 15日㈮ ７月１日㈮9：00から

※司法書士による相談

行政相談
※行政相談委員
による相談
（当日受付）

６日㈬ 9：00～11：00 永源寺コミュニティセンター３階302会議室

７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

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
・相談電話　 050-5801-5616

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
７日㈭ 9：00～12：00

13：00～16：00 市役所新館１階111会議室
21日㈭ 13：00～16：00

やすらぎ相談 14日㈭、15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 12日㈫ ９：30～11：30 五個荘コミュニティセンター

ほのぼの会 12日㈫ 13：30～15：00 せせらぎ（市子川原町）

ミモリの会 13日㈬ 10：00～12：00 市役所新館２階212会議室

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

小田苅家
介護者の会

20日㈬ 13：00～15：00 NPOこもれ日小田苅家（小田苅町）

※上記以外の水曜日は、電話相談を受付（☎090-3288-6580）

コスモスの会 26日㈫ 10：00～12：00 湖東コミュニティセンター別館

カタクリの会 28日㈭ 10：00～12：00 鈴鹿の里コミュニティセンター

ほほえみ 介護電話相談（随時受付） 能登川支所　 050-5801-8700

地域包括支援センター　 050-5801-5641　 0748-24-5693

成年後見制度の利用に関する相談（市委託事業）

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

熱中症熱中症にに注意注意しましょうしましょう
こまめな水分補給
をしましょう

のどが渇く前の水分補
給が大切です。

涼しい場所で
過ごしましょう

クーラーの点検は早め
にしましょう。

日頃から体力を
つけましょう

体調管理も忘れずに行
いましょう。

マスク熱中症に
注意しましょう

十分な距離をとり、会
話を行わない場合は、
マスクを外しましょう。

■熱中症の症状
　めまい、立ちくらみ、手足のし
びれ、こむら返り、頭痛、吐き気、
嘔
おうと

吐、倦
けんたい

怠感、虚脱感など
■重症の場合
　返事がおかしい、意識消失、け
いれん、体が熱いなど
健康推進課　
050-5801-5646　 0748-24-1052

マスクの着用により熱中症のリスクが高まります。マスクの着用により熱中症のリスクが高まります。
熱中症予防と感染症対策を適切に行ってください。熱中症予防と感染症対策を適切に行ってください。
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農地台帳に関する調査に
ご協力ください

　農業委員会では、農
地の保有や利用、貸借
などに関する状況を確
認するため、農地台帳
に関する調査を行っています。
　農地の所有者、耕作者に調査票を送
付しますので、持参または郵送で提出
してください。
■提出期限　８月31日㈬
■提出先　農業委員会事務局、各支所
農業委員会事務局　
050-5801-5682　 0748-23-8291

ｅオアシスを開設

　熱中症を予防するため、新型コロナ
ウイルス感染症対策を講じた上で、冷
房の効いた公共施設の
一部を�e オアシス（一
時休憩所）として開放
します。　
各施設の業務時間内
市役所新館・本館、東庁舎、支所、

コミュニティセンター、図書館、東近江
市保健センター、ウェルネス八日市、八
日市文化芸術会館、てんびんの里文化
学習センター、ふるさと文化体験学習館、　
福祉センター�ハートピア
※��e オアシスの「 e」は、東近江（East-
omi）と緊急（Emergency）の頭文字。
砂漠のオアシスのように、市の施設
を休憩所として利用してもらおうとい
う取組です。
健康推進課　
050-5801-5646　 0748-24-1052

眺望景観ビューポイントの投票

　「滋賀の眺望景観ビューポイント」の
候補地118カ所の中から、皆さんが日頃
大切に思い、守り育てたいと考える眺
望景観に投票してください。
８月31日㈬まで
市役所本館２階都市計画課に設置

する投票箱またはしが
ネット受付サービスか
ら投票してください。
都市計画課　
050-5801-5655
0748-24-1249

献血にご協力ください

■全血（200ml、400ml）
　予約は不要です。直接会場にお越し
ください。
７月４日㈪10：00～11：30、13：00～15：30
能登川コミュニティセンター

※�200ml は、予定数に達した時点で終了
健康推進課　
050-5801-5646　 0748-24-1052

東近江市戦没者追悼式

　戦争という悲惨な過去を忘れないた
めに、尊い犠牲となられた戦没者に思い
を馳

は

せ、追悼する機会として開催します。
７月16日㈯９：30～10：35
愛東コミュニティセンター
健康福祉政策課
050-5801-0945　 0748-24-5693

夏の交通安全県民運動

　夏の行楽シーズンが近づき、車で出
かける機会が増えます。車に乗るとき
は、必ずシートベルトやチャイルドシー
トを着用しましょう。
７月15日㈮～24日㈰

■運動の重点目標
①�子どもと高齢者をはじめとする歩行者
の安全の確保

②高齢運転者等の交通事故防止
③�飲酒運転・妨害運転等の危険運転の
根絶

④�横断歩道利用者ファースト運動の推進
市民生活相談課
050-5802-8484　 0748-24-0217

第72回社会を明るくする運動

　７月は“社会を明るく
する運動”～犯罪や非
行を防止し、立ち直り
を支える地域のチカラ
～の強調月間です。
　犯罪や非行の防止
と、罪を犯した人たち
の更生について理解を深め、すべての
国民がそれぞれの立場において力を合
わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
築きましょう。
健康福祉政策課　
050-5801-0945　 0748-24-5693

マイナンバーカード・マイナポイント
申請をサポートします

❶マイナポイント申請サポート窓口
　マイナポイントのキャンペーン第２弾
が始まりました。キャンペーン内容は、
次のとおりです。
◦�カードの取得および２万円までの
チャージ・お買い物（最大5,000円分）

◦健康保険証利用申込み（7,500円分）
◦公金受取口座登録（7,500円分）
　マイナポイントの申請開始に伴い、サ
ポート窓口を開設します。ぜひ、利用し
てください。
※�マイナポイントの申請期限は、令和５
年２月末まで予定されています。
平日８：30～17：15
　毎月第２・第４日曜日
　９：00～17：00
　（最終受付16：45）
市民課（市役所新館１階）
マイナンバーカード（利用者証明用電

子証明書の暗証番号（数字４桁）が必要
です。）、本人名義の金融機関の情報（金
融機関名・支店・口座番号）、マイナポイ
ントの受け取りを希望するキャッシュレ
ス決済のカードなど
❷マイナンバーカードの休日窓口
７月10日㈰、24日㈰
　それぞれ９：00～17：00
　（最終受付16：45）
市民課（市役所新館１階）

◆取扱業務
◦交付（完全予約制）
※�予約方法は、カードの出来上がりを
お知らせする案内チラシで確認してく
ださい。
◦申請（予約不要）
※�マイナンバーカードをこれから作る人
（再作成含む。）
※�申請に必要な顔写真の撮影は、無料
です。
※�本人確認書類が必要です。（運転免
許証など。健康保険証など顔写真な
しの書類は２点）
◦�その他マイナンバーカードに係る手

続き（予約不要）
※�当日の混雑状況は、
右記の二次元コード
から確認できます。
市民課
050-5801-8295
0748-23-6600

令和４年７月１日発行
（通巻210号）

お知らせお知らせ

　本格的な湖上レジャーや登山シーズ
ンを迎えます。湖川や山での事故を防
ぐため、安全を第一に考えてレジャー
を楽しんでください。
■水辺での注意事項
❶�疲れているときや飲酒したときは、
水に入らない。

❷�増水のおそれがある場合は、水辺に
近づかない。
❸�水泳をするときは、十分な準備運動
をして、適度に休憩する。

❹�子どもだけで水辺に行かせない。ま
た、子どもから目を離さない。

■登山での注意事項
❶�登山計画を立て、登山届を提出する。
登山届は、滋賀県警察ホームページ
にある、「インターネット登山箱」や「コ
ンパス登山届」から提出できます。

❷装備をしっかり整える。
❸道に迷ったときは来た道を引き返す。
東近江警察署　☎0748-24-0110

市民ギャラリー

■滋賀の風景と民家（加藤七郎さん）
７月８日㈮まで

■手作りテディベア展～ちくちく、はじ
めっ！～（五個荘中学校創作部ＯＢ）
８月19日㈮まで

■サロンかたえくぼ（菅谷文夫さん）
７月12日㈫～22日㈮

■<夏企画>聖徳太子1400年悠久の近江　
魅力を T シャツで発信（北村隆彦さん）
７月26日㈫～８月５日㈮
■共通
市役所本館１階ロビー
生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

ものわすれ相談室

　タッチパネル式の機器を使ったもの
わすれ度合いの判定やチェックシートを
使った生活状況の確認などをします。
※事前予約が必要です。
７月14日㈭9：30～11：30
永源寺コミュニティセンター
地域包括支援センター

050-5801-5641　 0748-24-5693

し尿収集業務のお休み

７月
２日㈯、３日㈰、９日㈯、10日㈰、
16日㈯、17日㈰、18日㈷、23日㈯、
24日㈰、30日㈯、31日㈰

　お盆前のし尿収集は、８月４日㈭ま
でに余裕をもって申し込んでください。
■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
050-5801-5633　 0748-24-5692

�

家族ですてきな休日を
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。いずれの施
設も大人のみや子どものみ、また家族
以外での利用はできません。
　「ふれあいカード」は、市役所新館、
東庁舎、各支所、コミュニティセンター、
保健センター、図書館、対象施設など
に設置しています。
生涯学習課　
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
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。　　
　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４年６月１日）
　人口：112,681人（＋75）
　男性：56,301人（＋69）
　女性：56,380人（＋６）
　世帯数：46,130世帯（＋131）
　※（　）内は前月比

■編集後記
　はじめまして。今年度から広報課に
加わりました「あ」です。暑さで寝苦し
い日が多いですね。こまめに水分を補
給するなど、熱中症にご注意ください。
さて、７月はコロナ禍を乗り越え、久し
ぶりの開催となるイベントが目白押しで
す。ぜひ、夏を楽しんでください。（あ）

▲投稿フォーム

東近江警察署からのお知らせ

広

告

有

料

混雑状況
オンライン
確認システム

更生ペンギンの
ホゴちゃん

しがネット
受付サービス


