
情報のまどinformation

information

情報のまどinformation

information

時 �日時��所 �場所��内 �内容��定 �定員��対 �対象��持 �持ち物��￥�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
春の信楽・アートな歩き方

時 �４月２日(土)～５月８日（日)
内 �３0軒のギャラリー、クラフト

ショップ、陶芸家の工房がそれ
ぞれの企画展やイベントを開
催。スタンプラリーによるプレ
ゼント抽選会の実施。

所 �信楽一円
問 �春の信楽・アートな歩き方実行委員会

☎８３−１１７７

第１１回ぶらり窯元めぐり
　１９の窯元がさまざまな企画でお
もてなしします。
時 �４月８日(金)～４月１0日（日)
所 �信楽町窯元散策路各所（信楽一円）
問 �信楽窯元散策路のＷＡ

☎８２−０５２８

水口歴史民俗資料館
無料開放のお知らせ

　水口曳山祭の開催にあわせ、水口
歴史民俗資料館を無料開放します。
時 �４月20日（水）10時～17時
問 �水口歴史民俗資料館

☎６２−７１４１／ ６３−４７３７

第４７回 信楽中央病院 健康塾
時 �４月２0日（水）１４時～１６時
所 �信楽保健センター　２階
内 �講座「高血圧」�～「血圧」って何？�～
定 �約２0人　￥�無料
方 �電話・ＦＡＸ・直接申込
〆 �４月１３日（水）
講 �病院スタッフ他

〆 �4月28日（木）
問 �申 �青少年自然活動支援センター
（社会教育課内）
☎８６−８０２２／ ８６−８３８０

かふか21子ども未来会議
「子ども議員」募集

【任期平成28年4月～29年2月】
対 �平成28年4月1日現在で市内在住、

在学の小学5年生～中学2年生
内 �任命式（5月）および1泊2日の

地域会議3回、議会直前ワーク
3回、子ども議会1回

方 �申込書を事務局まで郵送してく
ださい（募集チラシは各学校を
通じて配布予定です）

〆 �4月28日（木）　定 �27人
他 �主催／かふか21子ども未来会

議実行委員会
問 �申 �甲南青少年研修センター�
〒５２0－３３２１　甲南町葛木８７５番地
☎８６－８１５１／ ７０－３３６６

相 談

「一人で悩まないで」
少年センターにご相談を

　不登校、いじめ、非行、不良行
為、交友関係、就労・就学等につ
いての悩みをご相談ください。
※秘密厳守・無料相談
時 �月曜～金曜（祝日・年末年始を

除く）9時～16時まで
方 �電話・メール
問 �少年センター（水口
中央公民館別館２階）
☎６２−６０１０／ ６３−3977

k-syonen@city.koka.lg.jp

問 �申 �信楽中央病院
☎８２−０２４９／ ８２−３０６０

募 集

新庁舎建設工事
第1回現場見学会

時 �4月30日（土）14時～15時40分
（受付13時30分から）

所 �水口庁舎正面玄関前に集合
定 �30人　※先着順
対 �市内在住者　〆 �4月15日
※中学生以下は保護者同伴が必要
方 �氏名、住所、電話番号記入の上、

郵便、FAX、メールにて下記まで
※各地域市民センター等に設置の案

内チラシまたは市ホームページを
ご覧のうえ、お申し込みください

他 �天候や工事進捗状況により、中
止・変更することがあります

問 �申 �庁舎整備室
☎６５−０６６１／ ６３−４５６１

koka10115600@city.koka.lg.jp

ニンニン忍者キャンプ
青年リーダー募集

　ニンニン忍者キャンプなどの自
然体験活動に参加する子どもたち
のよきお兄さん、お姉さんとなる
青年リーダーを募集します。
対 �市の事業に参加できる、高校生

以上で概ね30歳までの方
内 �◦�ニンニン忍者キャンプのサポート

（野外調理やクラフトなどの指導
支援やレクリエーションの提供）

　�◦�事前に研修や試作あり
他 �交通費支給（上限あり）
方 �電話にて下記まで

病院・施設お迎え　もしも・・・の時に
甲賀斎苑ご利用でのご葬儀
　　　　　　　自宅ご葬儀も承ります

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール
（株）水口福祉社�TEL62-3055
本社　甲賀市水口町高塚8-1　FAX 62-3127

相 談
税理士による税務相談

時 �４月１３日（水）�
１３時３0分～１６時３0分� �
（受付１６時まで）

所 �水口納税協会　３階　会議室
定 �予約制で先着６人（１人約３0分）
￥�無料
他 �要申込
問 �申 �水口納税協会

☎６２−１１５１／ ６３−０１７３

お知らせ

平成２８年度
固定資産税評価額の縦覧

　ご自分の土地や家屋の評価額が
適正であるかを判断するため、縦
覧帳簿で他の土地・家屋の価格と
比較することができます。縦覧で
きる方は、市内に土地・家屋を所
有される固定資産税納税者本人
か、委任状により委任を受けた方
に限ります。
時 �４月１日（金）～５月３１日（火）８時
３0分～１７時１５分

　�（ただし土・日曜日、祝日は除く）
所 �市役所水口庁舎　税務課
※縦覧の際には本人確認ができる

もの〔運転免許証や固定資産
税納税通知書（５月中旬発送予
定）など〕と印鑑をご持参くだ
さい。

問 �税務課　資産税係
☎ ６５−０６８０／ ６３−４５７４

創業34年 まごころこめてお手伝い

滋賀ペット葬儀社
湖南市夏見　心塔

お迎え・火葬・納骨供養 年中無休
日本ペットランド

0120-46-1200
あいこうか薬局

自分らしく 健康長寿

甲賀市水口町松尾830-2　☎0748-65-6636

問  水口スポーツの森　☎・ 62‐7529

甲賀市民スタジアム　4月　利用予定
日 曜日 利用予定時間 事業・大会名等
3 日 8:30～15:00 甲賀市シニアリーグ開幕戦【シニア・軟式野球】

9・10・(11) 土・日・（月） 9:00～17:00 都市対抗滋賀１次予選【成人・硬式野球】（11日予備日）

24 日 8:30～17:00 第5回宇津木杯小学生研修大会【小学生・ソフトボール】

29 金（祝） 8:30～17:00 第33回全日本少年軟式野球県予選大会【中学生】

多目的グラウンド　4月　利用予定
日 曜日 利用予定時間 事業・大会名等

9(12) 土・（火） 8:30～16:00 第16回甲賀市ふれあいグラウンド・ゴルフ大会（12日予備日）

10・16・29 日・土・金（祝） 9:00～17:00 高円宮杯　U-18滋賀県リーグ【高校生・サッカー】

23・(26) 土・（火） 8:30～16:00 第9回甲賀市体育協会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会（26日予備日）

24・30 日・土 9:00～17:00 クラブ選手権滋賀県大会【中学生・サッカー】

陸上競技場　4月　利用予定
日 曜日 利用予定時間 事業・大会名等

2・3・9・10・
16・23・30 土・日 9:00～17:00 甲賀市陸協・マスターズ交流練習会《個人使用可》

16 土 8:30～17:00 第１回甲賀市陸上記録会

17 日 9:00～17:00 関西サッカーリーグ　１部　ルネス学園　VS　レイジェンド滋賀FC　　
キックオフ　１３：00

年間予約に供しない一般利用者のための確保日（7月分）のお知らせ 7月分利用申し込み締切日

野球場（市民スタジアム） 多目的グラウンド 陸上競技場 締切日 4月26日（火）

7月2日（土）・10日（日） 7月2日（土）・17日（日） 確保日なし 抽選日 5月1日（日）

水口スポーツの森へ行こう　4月の催し

みなくち子どもの森�催し案内

◦生きものウォッチング「春の草花（スミ
レ・タンポポなど）の観察」
日時／4月10日（日）10時～11時
場所／みなくち子どもの森
◦「しぜんさんぽ（自然散歩）」
日時／4月16日（土）14時～15時

対象／「しぜんさんぽ」は幼児から大人ま
で。生きものウォッチングは小学1年
生以上～大人向け

参加費／無料
申込／申込不要

4月　イベント

問  みなくち子どもの森自然館 　☎ 63-6712 ／ 63-0466

広報あいこうか�３月１日号�お詫びと訂正

　広報あいこうか3月1日号のまちかど特派員のページ（13ページ）において、誤
解を招く表記がありました。
　「みどりの家」のそばにあるのは史跡紫香楽宮跡（寺院跡（内裏野地区））です。
　訂正してお詫びします。

16平成 28年 4月1日17 平成 28年 4月1日


