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募 集

つちやまジュニアダンス
スクール受講生募集

時  平成２８年４月～平成２９年３月　
毎週水曜日　１６時～１６時５０分

所  あいの土山文化ホール　定 先着１５人
対  市内小学１～３年生（H28年4月時点）
￥ ２，０００円（１カ月）
受  ３月５日（土）９時～３１日（木） 

※定員になり次第締切
方  所定の申込用紙に必要事項をご

記入の上、受付初日（５日）のみ
直接ご持参ください。

問 �申 �あいの土山文化ホール（月曜休館）
☎６６−１６０２／ ６６−１６０３

お知らせ

NHK　ラジオ公開生放送
「旅ラジ！」
番組名：ＮＨＫ ラジオ第一放送
「ここはふるさと旅するラジオ（旅ラ
ジ！）９０ちゃん号」
時  2月23日（火）12時30分～12時55分
所  甲賀図書情報館前芝生広場
内  メインゲスト：姫

ひめ

野
の

カオルコさん
（甲賀市生まれ・直木賞作家）   
作品にも登場する故郷・甲賀市の思
い出や作品作りの舞台裏をお話しい
ただきます。※観覧自由（先着順）

問 �NHK大津放送局
☎ 077-522-5101

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

JRふれあいハイキング
「水口城と東海道水口宿を訪ねる」
時  2月21日（日） 

9時30分～15時30分頃   
近江鉄道水口城南駅に9時30
分集合

内  行程／水口城南駅→水口神社
→花

はな

野
や

果
か

市
いち

→旧水口図書館→
大徳寺→石橋→街道交流館→
綾野天満宮→西

にし

見
み

附
つけ

→水口城
資料館→水口城南駅（約5㎞）

￥ 300円（入館料・保険料）
定  先着50人
持  弁当、飲み物、保険証、雨具
方  電話・FAX・Eメールのいずれ

かで氏名・年齢・住所・電話番
号をお知らせください。

問 �申 �甲賀市観光協会
☎６０－２６９０／ ６０－２３６２

info@koka-kanko.org

第１１回甲賀市美術展覧会

　公募した平面、工芸・立体、書、
写真の４部門の入賞・入選作品を

布絵本手作り教室
ハロウィンケーキをつくろう！

　布絵本製作ボランティアもめん
さんを講師に、フェルトを使ったハ
ロウィンケーキのかわいい小もの
をつくります。
時  ３月６日（日）10時～12時
所  信楽図書館視聴覚室
対  小学生以上　定  先着15人
￥ 材料費７００円　持  裁縫道具
問 �申 �信楽図書館（月火休館10時～18時）

☎８２−０３２０／ ８２−３９２１

わくわく☆チャレンジクラブ
『じかんわり作り』
時  ３月１２日（土）１０時～１１時３０分
所  かえで会館（甲南）　定 先着１５人
内  身近なものを使って、じかんわ
りの表を作りましょう。新学期が
始まったら並びかえて使えます。

対 市内の小学生　￥ 材料費１００円
持  ハンドタオル、お茶
方  かえで会館に電話で
受  ２月１５日（月）９時～
問 �申 �かえで会館

☎８６−４３６３／ ８６−４９５８

展示。最終日には作品講評会を開
催します。
時  ２月２７日（土）～３月６日（日）９時～１７時 

※３月６日（日）は１６時まで   
※２月２９日（月）は休館   

【作品講評会】３月６日（日）１４時
１０分～１５時４０分

所  あいこうか市民ホール（書、工
芸・立体部門）、碧水ホール（平
面、写真部門）　

￥ 無料
問 �甲賀市美術展覧会実行委員会
事務局（あいこうか市民ホール
内　月曜休館）
☎６２−２６２６／ ６２−２６２５

びわこの風オーケストラ演奏会

時  ２月２８日（日） １５時３０分開演
所  あいこうか市民ホール
￥ 前売一般１，３００円、１８歳以下

および６５歳以上１，０００円（当日
各２００円増）

内プログラム／わが祖国より『モ
ルダウ』、交響曲№９『新世界
より』　ほか

問あいこうか市民ホール（月曜休館）
☎６２－２６２６／ ６２－２６２５

１ 自衛官の募集
募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

幹
部
候
補
生

一　
般

大卒程度
試験

２２歳以上２６歳未満の者（２０歳以上
２２歳未満の者は大卒（見込含）、修士
課程修了者等（見込含）は２８歳未満） ３月１日（火）

～
５月６日（金）

１次５月１４日（土）・１５日（日）（１５日は飛行要員のみ）
２次６月１４日（火）～１７日（金）
３次（海）７月１１日（月）～１５日（金）
３次（空）７月１６日（土）～８月４日（木）
※３次は海・空飛行要員のみ

院卒者
試験

修士課程修了者等（見込含）で、２０歳
以上２８歳未満の者

歯科・
薬剤科

専門の大卒（見込含）、２０歳以上３０歳未満の者
（薬剤は２０歳以上２８歳未満の者）

１次５月１４日（土）
２次６月１４日（火）～１７日（金）

※詳しくは自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所までお問い合わせ下さい。
2 受験説明会の実施

名　称 期　日 場　所 備　考
陸海空自衛隊
受験説明会

毎日
（土日祝は要相談）

草津地域事務所
（草津市西渋川１-３-２５）

時間内個別説明
（１０時～１８時）

自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て

�

（
ご
案
内
）

問い合わせ・応募

自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所
☎０７７‐５６３‐８２０５
ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/shiga/

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 ２月１３日～２月２０日 ２月２０日～２月２７日

きらめき情報局 水道管の凍結防止と
漏水の確認方法 障がい福祉サービス

くらしナビ ２月２２日は忍者の日 骨粗しょう症

エンディング 甲南北保育園
いちごぐみ

甲南北保育園
ぶどうぐみ

【月～土曜日／１日8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

【日曜日／１日7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。

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 ２月１５日～２月２１日 ２月２２日～２月２８日 ２月２９日～３月６日

①10分 ６年生・国語④
季節を感じて

１年生・国語④
ものの名まえ

２年生・生活③
自分はっけん

②10分 ２年生・算数④
はこの形

６年生・社会③
水口宿と土山宿

３年生・算数④
小数

③10分 ６年生・理科③
電気とわたしたちのくらし

１年生・生活③
ふゆをみつけたよ

５年生・英語③
What do you want?

【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

　甲賀市地域福祉計画の策定にあたって、市民の皆さまの
ご意見を幅広くお聞きし計画に反映させていくため、ご意見・
ご提案をいただける方を募集します。
◦募集人数／３人以内
◦応募資格／市内に居住または通勤、通学する満１８歳以上
の方（平成２８年３月１日現在）

◦任期／委嘱の日から平成２９年３月３１日まで
◦会議／平日の昼間に開催予定（平成２８年度　６回程度）
◦応募方法／応募用紙に小論文を添えて、郵送、ＦＡＸ、Ｅメー
ルまたは持参により応募してください。

　※詳しくは募集要項または市ホームページをご覧ください。
◦応募用紙の設置場所／社会福祉課・市民窓口センター・
旧支所である土山、甲賀大原、甲南第一、信楽地域市民
センター

　※市ホームページからもダウンロードできます。
◦応募締切／３月１１日（金）※当日消印有効

　誰もが安心して暮らすことができる「健康福祉
のまち甲賀」の実現をめざし、みんなで一緒につ
ながりあい、見守り合い、支え合いましょう。
　甲賀市で実際に「見守り支え合い」活動を実践
されている方々のお話を聞きながら、住みよいま
ちづくりについて考えてみませんか。
◦日時／３月５日（土）１３時～１６時
　　　　※受付１２時３０分～１３時
◦場所／�甲賀市共同福祉施設（サントピア水口） 

教養文化室
◦内容／�住民主体の地域福祉活動の事例紹介　

など
※雨天決行・入場無料
※手話通訳あり

甲賀市地域福祉計画
審議会委員を募集します

問い合わせ・提出先

社会福祉課　福祉政策係　☎ 65-0729 ／ 63-4085

問い合わせ

甲賀市社会福祉協議会　☎ 62-8085 ／ 63-2021
社会福祉課　福祉政策係
☎ 65-0729 ／ 63-4085

甲賀市地域福祉大会
～見守り・支え合い・生活支援活動～

広報
・掲載料　
　１号１枠 25,000円／月 ※長期割有
・発行部数　34,200部
　※詳細は市ホームページまで

広告主募集

　市では、ホームページを民間事業者
等の広告媒体として活用し、財源として
役立てるため、バナー広告の掲載希望
者を募集します。
　詳しくは市ホームページ
　（http://www.city.koka.lg.jp/）

甲賀市ホームページ
バナー広告募集

問・申/広報課
☎65-0675　 63-4619
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