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募 集
ショートテニス教室受講生募集

　ショートテニスの基本動作習得
をめざします。
時 �11月14日（土）～12月19日（土）
の毎週土曜日13時30分～15
時30分（全6回）

所 �水口体育館　定 �先着20人
対 �市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
￥�1,500円　〆 �11月6日（金）
※詳細は各体育館に設置の案内
チラシをご覧ください。

問 �申 �水口体育館
☎・ ６２−９５８９

お知らせ

土山文化公園施設
臨時休館のお知らせ

　土山図書館・歴史民俗資料館・

あいの土山文化ホール・森林文化
ホールは、あいの土山マラソン開
催のため、11 月 1日（日）は休館
となります。図書の貸出期間の延
長やリクエストは、市内の他の図
書館をご利用ください。
問土山図書館・歴史民俗資料館
☎６６－１０５６／ ６６－１０６７

甲賀広域勤労者互助会
入会のご案内

�中小企業で働く勤労者の福利厚
生事業を支援しています。
�会員拡大のため、１２月末まで入
会金が半額ですので、ぜひご加入
ください。
￥�入会金／１，０００円（12月末まで
５００円）� �
会費／月600円

問 �申 �甲賀広域勤労者互助会
☎６３－１８０９／ ６３－４００５

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11月
相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談�
　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。※申込不要
問 �大津地方法務局　甲賀支局総務係
　 ☎６２−１８２８／ ６２−１７４８

�２日（月）

１３時３０分
～１６時

土山開発センター２階談話室

�４日（水） かふか生涯学習館１階活動室

１２日（木） 水口社会福祉センター２階身障研修室

１３日（金） 信楽開発センター１階会議室Ｆ

１７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

２・９・１６・３０日（月）
４・１１・１８・２５日（水）
６・１３・２０・２７日（金）

９時～１６時 市役所水口庁舎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

�５日（木）

１３時３０分
～１６時

土山開発センター

�９日（月） 水口社会福祉センター

１２日（木） かふか生涯学習館（甲賀）

１８日（水） 信楽開発センター

２０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

１０・１７・２４日（火）

９時３０分

～

１１時３０分

土山地域市民センター

１０・１７・２４日（火） かえで会館

毎週水曜日 西教育集会所

５・１９日（木） 宇川会館

１２・２６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

７・２１日（土） １３時～１６時 市役所水口庁舎　別館（仮設）

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

問い合わせ

甲賀市文化協会連合会(事務局：文化スポーツ振興
課　文化振興係　あいこうか市民ホール内）
☎６２-２６２６／ 62-2625

（１）自衛官等の募集
募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

高等工科学校生徒
（一般採用試験） 男子で中卒（見込含）１７歳未満の方 11月1日（日）～

平成28年1月8日(金)
1次:平成28年1月23日（土）

2次:平成28年2月4日（木）～7日（日）※
高等工科学校生徒
（推薦採用試験）

男子で中卒（見込含）１７歳未満の成績優秀かつ生徒会活動
等に顕著な実績を納め、学校長が推薦できる方

11月1日（日）～
12月4日（金）

平成28年1月9日（土）～
11日（月・祝）※

防衛大学校一般
（後期） 高卒（見込含）２１歳未満の方 平成28年1月20日（水）～

29日（金）
1次：平成28年2月20日（土）
2次：平成28年3月11日（金）

貸費学生（技術）
大学の理学部、工学部の３・４年次又は、大学院（専門職大
学院を除く）修士課程在学（正規の修業年限を終わる年の４月
１日現在）で２６歳未満（大学院修士課程在学者は２８歳未満）

12月1日（火）～
平成28年1月8日（金） 平成28年1月30日（土）

※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/

平成２７年度自衛官等募集について（ご案内）

　さまざまな力作の展示や芸能発表など、日
頃の活動の成果を発表される各地域の文化
祭です。
　皆さんお誘い合わせの上、ぜひご覧ください。

名称 開催日 会場 内容
水口町文化協会
2015文化祭

１0月１7日（土） あいこうか市民ホール 芸能発表
１0月16日（金）、１7日（土）あいこうか市民ホール展示室 作品展示

第４９回
甲南文化祭

１１月８日（日） 忍の里プララ 芸能発表
１１月５日（木）～８日（日） 作品展示

第４６回
信楽芸術祭

１１月３日（火・祝） 陶芸の森　信楽ホール 芸能発表
１１月１日（日）～３日（火・祝）信楽体育館 作品展示

第６０回
甲賀町文化祭

１１月１日（日） 甲賀農村環境改善センター 芸能発表
１０月３１日（土）～１１月１日（日）甲賀中央公園体育館他 作品展示

第１２回
あいの土山文化祭

１１月８日（日） あいの土山文化ホール 芸能発表

１１月７日（土）、８日（日）森林文化ホール、あいの土山文化ホール他 作品展示

文化協会文化祭のご案内

　認証取得に向けて現地審査を
実施します。各委員会の活動報
告等は一般公開していますので、
ぜひ会場へお越しください。

10月21日（水） 10月22日（木）
・�9：15～�
開会・全体説明
・�10：25～�
外傷サーベイランス
・�12：30～�
子どもの安全対策
・�14：55～�
自殺対策
・�16：15～�
交通安全対策

・�9：15～�
高齢者の安全対策
・�13：00～�
災害対策
・�15：10～�
全体講評・閉会

場所／あいこうか市民ホール展示室
※�詳細は市ホームページでもご確認
いただけます。
問い合わせ

危機管理課　セーフコミュニティ推進室
☎６２-１８０５／ ６３-４６１９

セーフコミュニティ現地審査
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