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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 ７月１１日～１８日 ７月１８日～２５日

きらめき情報局
知って得する！？出前講座

安全な自然体験活動
のために　前編

安全な自然体験活動
のために　後編

くらしナビ 甲賀子育て支援センター
「わらべうた」 ストレッチング

エンディング 大原にこにこ園
うさぎぐみ

大原にこにこ園
くまぐみ

【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
※�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。

お知らせ
献血にご協力ください

　７月は「愛の血液助け合い運動」
月間です。
時 �／所
　���７月２３日（木）１０時～１２時３０
分・１３時３０分～１５時３０分� �
／平和堂信楽店�

　���８月１３日（木）9時30分～１２時�
／甲賀創健館　

　���８月１３日（木）１４時～１6時�
／土山開発センター

※８月１３日（木）は、健診（検診）カ
レンダーに掲載の受付時間が
変更となりましたのでご了承く
ださい。

他 �◦400mℓ献血のみ。�
◦予約は要りません。� �
◦�免許証や保険証など、本人
確認できるものをお持ちくだ
さい。

問  健康推進課　健康政策係
☎６５−０７０３／ ６３−４５９１

　  滋賀県赤十字血液センター
☎０７７−５６４−６３１１

自動交付機「戸籍証明の
発行停止」のお知らせ

時 �７月２４日（金）１７時～７月２６日
（日）終日

内 �市内全ての自動交付機で戸籍証
明の発行業務を停止します。

※�この間、住民票、印鑑証明書
は発行可能です。

問  市民課
☎６５−０６８３／ ６５−６３３８

相 談
法律相談（新設）

　市では平成26年11月から無料法
律相談を拡充しています。お困りご
とはお気軽にご相談ください。
定 �先着10人（一人30分）※要予約
他 �相談員／おうみ法律事務所　
竹
たけ

内
うち

弁護士
時 �7月22日（水）・8月12日（水）・26日（水）・
9月9日（水）・24日（木）14時～19時

所 �あいこうか市民ホール
問  申  おうみ法律事務所
☎０７７−５２４−６９８１

法律相談
定 �先着６人（一人30分）※要予約
開催日の２週間前から受付

他 �相談員／滋賀弁護士会所属の弁護士
時／所 �
8月6日（木）／水口社会福祉センター�
8月20日（木）／老人福祉センター
フィランソ土山� �
9月3日（木）／水口社会福祉センター��
9月17日（木）／かふか生涯学習館（甲賀）

時 �13時～16時
対 �市内在住の方
問  申  甲賀市社会福祉協議会
☎６２−８０８５／ ６３−２０２１

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

（１）自衛官の募集
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般曹候補生 18歳以上27歳未満の方 8月1日（土）～9月8日（火）
1次:9月18日（金）・19日（土）
2次:10月8日（木）～14日（水）
※いずれか1日を指定されます。

自衛官候補生（男子） 18歳以上27歳未満の方 年間を通じて行っております。 受付時にお知らせします。
自衛官候補生（女子） 18歳以上27歳未満の方 8月1日（土）～9月8日（火） 9月25日（金）～29日（火）

※いずれか1日を指定されます。

（２）受験説明会の実施
日時 場所 備考

毎日（土・日でも可）
希望日時をご連絡ください。

草津地域事務所
（草津市西渋川1−3−25）

時間内個別説明会
（9時～18時）

問い合わせ

自衛隊滋賀地方協力本部　草津地域事務所
☎０７７‐５６３‐８２０５
H P  http://www.mod.go.jp/pco/shiga/

問い合わせ

社会教育課
☎８６-８０２１／ ８６-８３８０
岩上公民館　☎／ ６２-７０５２

平成2７年度自衛官募集について（ご案内）

新城教育集会所を廃止し、
岩上公民館として活用します

催 し

第39回全国高等学校総合文化祭
2015 滋賀びわこ総文

【郷土芸能部門】
　高校生最大の文化の祭典が、７
月２８日（火）から８月１日（土）の間、
県内１３市を会場に２２部門が開催
されます。
　「郷土芸能部門」会場となる甲
賀市では、日本各地に伝わる祭り
囃子、神楽、民謡などの「伝統芸能」
と伝承曲・創作曲を含む「和太鼓」
の２部門によるコンクール形式の
大会が行われます。
時 �７月２９日（水）・３０日（木）９時３０
分～１８時　７月３１日（金）９時
３０分～１２時　￥�入場無料

所 �あいこうか市民ホール、碧水ホール
詳細は、公式ホームページ
（http://www.biwako-soubun.jp/）
をご覧ください。

問  あいこうか市民ホール
☎６２−２６２６／ ６２−２６２５

平和を願うパネル展
　戦争の悲惨さと平和の尊さ、世界
平和について考える機会として、「平
和を願うパネル展」を開催します。
時 �７月３１日（金）～８月７日（金）１０
時～１８時（７月３１日（金）は１３時
～２１時まで、８月７日（金）は１０
時～１３時まで）月・火曜日休館

所 �サントピア水口　共同福祉施設
内 �専門講師の講義により、防災に
関する知識、技能を習得してい
ただきます。（事前学習と資格
試験があります。）

対 �市内に住所を有する方または市
内の事業所に勤務する方

定 �３５人（原則先着順）　￥�無料
方 �電話にてご連絡ください。申請
書等を送付いたします。

〆 �８月3日（月）
問 申  危機管理課 
セーフコミュニティ推進室
☎６２−１８０５／ ６３−４６１９

２０１５あいの土山マラソン
出場者募集受付開始

時 �11月1日（日）

他 �コース／日本陸連公認　あい
の土山マラソンコース� �
種目／マラソンの部、ハーフマ
ラソンの部いずれも、登録男
女・一般男女� �
出場資格／平成9年4月1日以
前に生まれた方（高校生、車イ
スでの参加はできません）

￥�4,000円　定 �先着4,200人
〆 �郵便振込：8月14日（金）�
RUNTES：9月13日（日）

問  土山体育館内大会事務局
☎６６−００９１／ ６６−１０９１

　 文化スポーツ振興課   
スポーツ振興係
☎８６−８０２３／ ８６−８３８０

所 �甲南図書交流館�ギャラリー
問  総務課
☎６５−０６６３／ ６３−４５６１

人権教育連続セミナー第４回
時 �８月５日（水）１９時３０分～２１時
（受付１９時から）

所 �甲南公民館　￥�参加無料
内 �講演「一人ひとりの暮らしのカ
タチ、看取りのカタチ」

講 �金
かな

森
もり

暢
のぶ

子
こ

さん（特別養護老人
ホームふくら看護主任）

※申込不要　手話通訳あり
問  申  人権推進課　人権教育推進係
☎６５−０６９５／ ６３−４５８２

わくわく☆チャレンジクラブ
『しゃぼん玉』

時 �８月８日（土）１０時～１１時３０分
所 �かえで会館�軒下
内 �液を作って、しゃぼん玉遊びをする。
対 �市内の小学生　定 �先着１５人
持 �材料費１００円、汚れてもよい服装
方 �かえで会館に電話で
受 �７月１５日（水）９時～
問  申  かえで会館
☎８６−４３６３／ ８６−４９５８

募 集
防災士資格取得講座
受講者募集

時 �９月１９日（土）・９月２０日（日）
９時～１８時　

　６月末をもって、新城教育集会
所を廃止しました。７月１日からは、
岩上公民館としてこれまでと同様
にご利用いただいています。
　使用料等の変更はありません。

●�高齢者を狙った還付金詐欺等が
全国各地で多発しています。
●�滋賀県内においても後期高齢者
医療制度の被保険者宅に不審な
電話や訪問があったとの報告が
多数寄せられています。

●�手口はいずれも、市役所職員や
金融機関の職員等を装い、「還
付金がある」などと巧妙に話し、
金銭等をだまし取るなどという
ものです。
●��「おかしいな」と思われた場合は、
ひとりで判断せず、身近な人に
相談するとともに、警察へ通報
してください。

公的機関の職員等を装った
不審者・不審電話にご注意
ください

注意！

問い合わせ

保険年金課
☎６５‐０６８９／ ６３‐４６１８

20平成 27年 7月15日21 平成 27年 7月15日


