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相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談� ※申込不要
　人権擁護委員が、家庭や地域・職場等の
日常生活での悩みや心配、差別などの相談
に応じます。
問 �大津地方法務局　甲賀支局総務係
　 ☎６２−１８２８／ ６２−１７４８

１日（水）

１３時３０分
～１６時

かふか生涯学習館１階活動室
６日（月） 土山開発センター２階談話室
９日（木） 水口社会福祉センター２階
１０日（金） 信楽開発センター１階会議室Ｆ
２１日（火） 市役所甲南庁舎３階和室

男女の悩みごと相談�
　家庭や職場等での男女間の様々な悩みご
とに応じます。電話または面接相談（面接
相談は要予約）
問 �人権推進課　人権政策係
　 ☎６５−０６９４／ ６３−４５８２

１・８・１５・２２・２９日（水）
６・１３・２７日（月）

３・１０・１７・２４・３１日（金）
９時～１６時 水口庁舎１階人権推進課相談室

行政相談�
　国の仕事や特殊法人の業務について相談
に応じます。※申込不要
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）
問 �生活環境課
　 ☎６５−０６８６／ ６３−４５８２

６日（月）

１３時３０分
～１６時

土山開発センター
６日（月） 水口社会福祉センター
９日（木） かふか生涯学習館(甲賀)
１５日（水） 信楽開発センター
１７日（金） 甲賀市市民福祉活動センター (甲南)

就労相談�
　就職・転職のための情報提供や公共職業
安定所への取り次ぎを行います。
※申込不要
※ 祝日の場合は、お休みとさせていただい
ております。

問 �商工政策課
　 ☎６５−０７１０／ ６３−４０８７

毎週火曜日

９時３０分

～

１１時３０分

土山地域市民センター
毎週火曜日 かえで会館
毎週水曜日 西教育集会所
2・16日（木） 宇川会館
9・23日（木） 甲南第一地域市民センター
毎週金曜日 上野教育集会所
毎週水曜日 １３時３０分

～

１５時３０分

かふか生涯学習館
毎週木曜日 清和会館
毎週金曜日 信楽開発センター

結婚相談�
　結婚相談員が相談に応じます。※申込不要
持ち物／ 顔または全身の写真１枚
問 �農業振興課
　 ☎６５−０７１１／ ６３−４５９２

４・１８日（土） １３時～１６時 水口庁舎３階第２・３会議室

育ちと学びの相談�
　発達や教育、こころの悩みなどの相談　※電話・ＦＡＸで相談の予約をしてください。
対象／ おおむね４歳以上の在園幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５歳ごろまで）
※ おおむね４歳までのお子さんの相談は保健センター（☎６５−０７３６）にお問い合わせください。
問 �発達支援課　 ☎８６−８１００／ ８６−８３８０　（受付時間　午前９時～午後５時）

園や学校、市役所甲南庁舎、適応指
導教室など

相談窓口／☎６５−０７５１

行政情報番組 きらめきこうか 番組
ガイド

市政情報や地域の催しなどを放映しています。
ぜひご覧ください。
（※あいコムこうか光テレビ１１チャンネルの有料契約が必要となります）

コーナー名  
放映日 ６月１３日～２０日 ６月２０日～２７日

きらめき情報局
知って得する！？出前講座 自動交付機利用方法 男女共同参画

くらしナビ メダカがすむ田んぼ 筋力ステップアップ教室

エンディング 油日にこにこ園 油日にこにこ園
【平日／１日１０回放送】 ７時・１０時・１３時・１５時３０分・１７時・１８時３０分・２０時３０分・２２時・

２３時３０分・２時３０分
【休日／１日９回放送】７時・１０時・１３時・１５時３０分・１７時・２０時・２２時・２３時３０分・３時

問い合わせ 広報課　☎６５‐０６７５／ ６３‐４６１９

相 談コーナー 相談は無料ですので、お気軽にお越しください7月

※ 番組は、毎週土・水曜日１８時３０分に更新しています。都合により番組
内容が変更する場合があります。

催 し
人権教育連続セミナー第３回

時  ７月９日（木）午後７時３０分～午
後９時（受付午後７時から）

所  土山開発センター
内  講演「ネット社会の落とし穴か
ら子どもを守るために」

講  松
まつうら

浦広
ひろあき

明さん （滋賀県人権センター）
他  申込不要　参加無料　手話通訳あり
問 �人権推進課　人権教育政策係

☎６５−０６９５／ ６３−４５８２

一般教養講座
西陣織体験と渡来人歴史館見学

時  ７月１８日（土）８時30分～１６時
所  土山開発センター集合～京都市 西
陣織会館、大津市 渡来人歴史館

対  甲賀市内在住、在勤の２０歳以上の方
定  先着２５人　
￥ ３，１００円（体験料・昼食代含む）
方  チラシの申し込み用紙に必要事
項を記入のうえ、下記まで提出
してください。

　 チラシ設置場所／各中央公民館
〆  ７月９日（木）
問 �申 �土山中央公民館

☎６６−０１５８／ ６６−０１５８

平成２７年度松竹特別公演
時  ９月２５日（金） 
１８時開演（１７時３０分開場）

所  あいこうか市民ホール
内  第一部　舞踊「錦絵　夏すがた」
第二部　喜劇「明日の幸福」

３０分　小雨決行（荒天順延）
所  野洲川河川敷（水口橋上流）
￥ 記念花火価格　４号玉　１０，０００円
方  代金を添えて下記まで
〆  6月30日（火）
問 �申 �甲賀夏まつり２０１５実行委員会�
（甲南庁舎内　甲賀市観光協会事務局）
☎６０−２６９０／ ６０−２３６２

「びわ湖の日」一斉清掃
　７月１日の「びわ湖の日」を基準
日として、６月２８日（日）から７月１２
日（日）にかけて、県民総参加で環
境美化活動が展開されます。
　この運動の一環として水口地域で
は、例年通り各種団体のご協力を
いただき、一斉清掃を実施します。
時  ７月５日（日）８時～１０時(小雨決行)
所  水口スポーツの森および水口城
跡堀周辺

持  作業のできる服装、草刈カマなど
問 �甲賀市生活環境課
☎６５－０６９０／ ６３－４５８２

不正改造は犯罪です
　６月は「不正改造車を排除する運
動」の強化月間です。
　詳しい情報は、自動車点検整
備推進協議会のホームページ 
（http://www.tenken-seibi.com/）
をご覧ください。
　不正改造車を見かけたら、次ま
で情報をお寄せください。
「不正改造車１１０番」

☎０７７－５８５－７２５２（滋賀運輸
支局　検査・整備・保安部門）

￥ ５,000円（全席指定）
※ 未就学児の入場はお断りします。
【前売】受  ６月２６日（金）１０時～
所  あいこうか市民ホール、アル・
プラザ水口くらしのサービスセ
ンター、ローソンチケット（Ｌコー
ド　５９４０８）ほか

問 �あいこうか市民ホール　
☎６２−２６２６／ ６２−２６２５

募 集
甲賀市サマースクールボランティア募集

　夏休み期間中、障がいのある小・
中・高校生と一緒に活動していた
だけるボランティアを募集します。
時  夏休み期間（7月18日ごろから8月末）
対  中学生以上　〆  7月3日（金）
他  昼食あり、希望者のみ事前研
修あり（７月11日（土）10時～　
要申込　詳しくは下記まで）

問 �申 �甲賀市社会福祉協議会
（水口☎６２－８０８５／☎土山６６－
２００１／甲賀☎８８－２９４２／甲南
☎８６－６０３５／信楽☎８２－８０３１）

お知らせ
夏まつり「記念花火」を
打ち上げませんか

　甲賀夏まつりで打ち上げる記念
花火を募集しています。いただい
たコメントは、新聞折込チラシに
掲載します。
【甲賀夏まつり花火大会】　
時  ７月２５日（土）１９時４５分～２０時

時  日時  所  場所  内  内容  定  定員  対  対象  ￥ 料金  講  講師  申  申込先  方  申込方法  受  申込受付日時等  〆  申込締切  問  問い合せ先  他  その他

　６月１５日（月）から市営住宅の入居者募集が始まります。
　今回の募集には、平成２７年３月に竣工した住宅も含まれています。
　新しい寺庄団地は、車椅子対応の住戸も備えた３階建てで、川沿いの落
ち着いた立地に建設されました。寺庄駅から徒歩７分の上、駐車場も完備
されており、利便性の高い団地です。同団地に入居希望の方についても募
集期間中にご応募下さい。
●募集期間／６月１５日（月）～６月２６日（金）
●募集案内や申込書等は、６月１５日から住宅建築課で配付します。
　市ホームページでもご覧いただけます。

▲新しい寺庄団地

市営住宅入居者募集

問い合わせ

住宅建築課　公営住宅係
☎６５‐０６０９／ ６３‐４６０１
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