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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 9月19日〜26日 9月26日〜10月3日

きらめき情報局 子育て応援 高齢者福祉サービス

くらしナビ 秋の全国交通安全運動 筋力維持の体操

エンディング 大野保育園 大野保育園
【平日／１日１０回放送】�１０時・１３時・１５時３０分・１７時・１８時３０分・２０時３０分・２２時・２３時３０分
【休日／１日９回放送】１０時・１３時・１５時３０分・１７時・２０時・２２時・２３時３０分

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

みなくち診療所
臨時外来診療のご案内

　みなくち診療所では、９月１９日
（土）から２３日（水・祝）まで土日
を含め５連休となることから、一般
疾病の患者さまの診療のため、臨
時に外来診療を行います。
　なお、受診可能な科は、内科お
よび整形外科のみです。
時 �９月２１日（月・祝）※午前のみ
８時３０分～１２時（診察は９時～）

問 �みなくち診療所
☎６２−３３４６／ ６３−１７２８

自動交付機稼動停止のお知らせ
　システム改修にかかる作業のた
め、市内すべての自動交付機の稼
動を停止します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
時 �10月11日（日）～12日（月・祝）終日
問 �市民課　戸籍住民係

☎６５－０６８３／ ６５－６３３８

相 談
法律相談（新設）

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 �9月24日（木）、10月14日（水）、�
11月4日（水）・25日（水）　�
14時～19時

所 �あいこうか市民ホール

対 �市内在住の方
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 �
10月� 1日（木）／水口社会福祉センター
10月15日（木）／信楽地域市民センター�
11月� 5日（木）／水口社会福祉センター
11月19日（木）／甲賀市市民福祉活動セ
ンター（甲南）

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

催 し
あいの土山宿場まつり

時 �10月４日（日）10時～15時（少雨決行）
所 �東海道伝

てん

馬
ま

館
かん

前広場(主会場)、
旧東海道土山宿一帯

内 �■�主会場ステージイベント：�東海
道わらじ飛ばし大会、ゆるキャ
ラ大集合、お楽しみ抽選会など�

　�■�旧東海道一帯：まちかど博物
館、スタンプラリー、街道仮
装大会など

　�■�東海道伝馬館内イベント：あ
いの土山宿場かるた大会、旅
姿変身写真など

問 �東海道伝馬館(月・火曜休館)
☎６６−２７７０

第１７回ござれGO-SHU!
　過去最多の約５０チームが秋の
まちを舞い踊ります。
時 �１０月４日（日）１０時～２０時
所 �メイン会場：アヤハプラザ第１駐車場�
特別会場：水口センチュリーホテル�
サブ会場：メイン会場を中心に
数カ所設置予定

※９月１日号でお知らせした会場・
日時から変更されていますので
ご注意ください。

問 �ござれGO-SHU!組織委員会事
務局（甲賀市観光協会）
☎６０−２６９０／ ６０－２３６２

わくわく☆チャレンジクラブ
『入浴剤作り』

時 �１０月１０日（土）１０時～１１時３０分
所 �かえで会館（甲南）

定 �１５人　※定員になり次第受付を終了
持 �デジタルカメラまたは一眼レフ、は
さみ、写真Ｌ版１枚、スティックのり

問 �申 �こども応援課　子育て支援係
☎８６−８４２３／ ８６－８０２９

募 集
市営住宅入居者募集

受 �９月１５日(火)～９月２５日(金)
他 �募集案内や申込書等は、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。

問 �住宅建築課　公営住宅係
☎６５－０６０９／ ６３－４６０１

ナチュラルヨーガ
（10月〜開催分）受講生募集
　心と体を癒してみませんか。
時 �10月2日（金）から毎週金曜日
《シニアヨガ》
対 �60歳以上　時 �14時～15時
￥�月3,000円　定 �先着３人
《リラックスヨガ》
対 �一般（16歳以上）　時 �19時～20時
￥�月4,000円　定 �先着５人
《スローフローヨガ》
対 �一般（16歳以上）
時 �20時10分～21時10分
￥�月4,000円　定 �先着５人
所 �あいの土山文化ホール会議室
講 �MIZUE先生【全米ヨガアライアンス
200RYT・シニアヨガ20TT修了】

受 �随時受付（各教室定員になり次
第受付終了）

問 �申 �あいの土山文化ホール　
☎６６−１６０２／ ６６−１６０３

内 �重曹を使って、身体と地球に優
しい入浴剤を作る

対 �市内の小学生　定 �先着１５人
持 �材料費１００円、直径３０ｃｍの
ボウル（重曹などを混ぜる入れ
物）、ハンドタオル、お茶

方 �かえで会館に電話で
受 �９月１５日（火）９時～
問 �申 �かえで会館

☎８６−４３６３／ ８６−４９５８

JRふれあいハイキング
「飯道山と紫香楽宮跡ハイキング」
時 �１０月１０日（土）９時１０分～１５時３０分
他 �集合：貴生川駅�
行程：飯道寺‐岩壷不動尊休憩
所‐杖の権現休憩所‐飯道山山頂
‐飯道寺遺跡‐飯道神社‐修験
行場体験‐史跡・紫香楽宮跡‐紫
香楽宮跡駅《約１２ｋｍ・健脚向》

￥�２００円　昼食、飲み物等は各自で
ご用意ください。　※雨天中止

問 �申 �甲賀市観光協会
☎６０−２６９０／ ６０－２３６２

平成27年度市民協働事業
「Ｔ

つ な が る

ＵＮＡＧＡＲＵ会２０１５」
第４回「写真が楽しくなるコツとスク
ラップブッキングのワークショップ」
時 �１０月１６日（金）１１時３０分～１３時３０分
所 �甲南中部小学校　￥�１，０００円
講 �ｆｉｃａさん（写真家、スクラップ
ブッキング講師）

対 �小学生のお子さんを持つ親
内 �内閣総理大臣賞受賞の甲南中
部小の花壇で写真を楽しむコ
ツを学ぶ。その後はスクラップ
ブッキング。軽食付き。

学習情報番組
とびだせ！わくわく学習室

番組
ガイド

　小学生を対象にした学習情報番組を、あいコ
ムこうか１１チャンネルで放送しています。各学年・
教科のポイントを、わかりやすくまとめています。
ぜひご覧ください。

放送日 ９月１４日〜９月２０日 ９月２１日〜９月２７日 ９月２８日〜１０月４日

①10分
５年生・国語①

グラフや表を引用して
書こう

６年生・国語①
意見文を書こう！

１年生・国語①
わたしのはっけん
しらせたいな

②10分 １年生・算数①
たしざんとひきざん

２年生・算数①
１００より大きい数

５年生・社会①
米作りのさかんな地域

③10分 ４年生・社会①
水はどこから

１年生・生活①
わたしのがっこう
どんなところ

５年生・英語①
What's�this？

【時間】１７時３０分～１８時（３０分間）
　　　�（再放送　１９時３０分～２０時）
問い合わせ 学校教育課　☎８６-８０２０／ ８６-８３８０

甲賀警察署城南交番が
移転します
　城南交番は、下図のとおり移転する
ことになりました。建設工事は今年度
中に完了する予定です。
　ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ

国勢調査コールセンター　☎５７０-０７-２０１５　　ＩＰ電話の場合　☎０３-４３３０-２０１５
国勢調査甲賀市実施本部（総務課）　☎６６-１３７０

問い合わせ

公有財産管理室　
☎65-0677／ 63-4561

平成２７年国勢調査

インターネットでの回答は
お済みですか？

　インターネットでの回答は、すでにお配りしている「インターネット回
答の利用者情報」および「インターネット回答の操作ガイド」をご用意
いただき、９月２０日までに回答をお願いします。

※�インターネットで回答されなかった世帯には、後日、紙の調査票を�
お配りします。

回答期限は９月２０日（日）です

水口中部
コミュニティセンター

水口
高校

水口
中央
公民館

城南交番

移転予定地

水口城南駅

水口石橋駅

近江
鉄道

移転先住所：水口町八光１番１号

16平成 27年 9月15日17 平成 27年 9月15日


