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10月20日（木）／信楽地域市民
センター（10月6日から受付）

時 �１３時～１６時　対 �市内在住の方
定 �先着６人（一人３０分）
※要予約（祝日を除く開催日の２週
間前から受付）

他 �相談員／滋賀弁護士会所属の弁護士
問  申  甲賀市社会福祉協議会   
☎６２−８０８５／ ６３−２０２１

法律相談（１０月）
定 �先着10人（一人３０分）※要予約
時 �10月12・26日（水）１４時～１９時
所 �あいこうか市民ホール
対 �市内在住の方
他 �相談員／おうみ法律事務所� �
竹内弁護士

問  申  おうみ法律事務所   
☎０７７−５２４−６９８１

お知らせ
がん征圧月間です
　自覚症状のある場合は、早くに
医療機関の受診をお勧めします。
＜女性・男性特有のがんについて>
◦�乳がん：乳房のしこり・乳頭から
の異常分泌・皮膚のひきつれな
ど→乳腺外来を受診
◦�子宮がん：不正出血・おりもの
の異常、下腹部の痛みなど
　→婦人科を受診
◦�前立腺がん：残尿感・頻尿・尿が
出にくいなど→泌尿器科を受診
問  健康推進課　健康増進係   
☎６５−０７３７／ ６３−４５９１

秋の全国交通安全運動が 
始まります
　９月２１日（水）～３０日（金）まで「子
供と高齢者の交通事故防止」を運
動の基本とした秋の全国交通安全
運動が実施されます。
◆交通事故死ゼロをめざす日◆

９月３０日（金）
問生活環境課　防犯交通対策係   
☎６５−０６８６／ ６３−４５８２

相　　談
法律相談（１０月）
時 �／所 � �
10月6日（木）／水口社会福祉セ
ンター（9月23日から受付）� �

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談 �３日（月）

１３時３０分
～１６時

土山開発センター２階談話室

　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

�５日（水） かふか生涯学習館１階活動室（甲賀）
１３日（木） 水口社会福祉センター２階身障研修室
１４日（金） 信楽開発センター１階会議室Ｆ
１８日（火） 市役所甲南庁舎３階和室

男女の悩みごと相談 
３・１７・２４・３１日（月）
５・１２・１９・２６日（水）
７・１４・２１・２８日（金）

９時～１６時 市役所水口庁舎１階人権推進課相談室
　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
　 ☎６５−０６９５／ ６３−４５８２

行政相談 �３日（月）

１３時３０分
～１６時

水口社会福祉センター
　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（水） 土山地域市民センター相談室１Ｃ
１３日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
１９日（水） 信楽開発センター
２１日（金） 甲賀市市民福祉活動センター（甲南）

就労相談 ４・１１・１８・２５日（火）

９時３０分

～

１１時３０分

土山地域市民センター

　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
ています。
問  商工政策課
　 ☎６５−０７１０／ ６３−４０８７

４・１１・１８・２５日（火） かえで会館
５・１２・１９・２６日（水） 西教育集会所
６・２０日（木） 宇川会館
１３・２７日（木） 甲南情報交流センター（忍の里プララ）

７・１４・２１・２８日（金） 上野教育集会所
５・１２・１９・２６日（水） １３時３０分

～

１５時３０分

かふか生涯学習館（甲賀）
６・１３・２０・２７日（木） 清和会館
７・１４・２１・２８日（金） 信楽開発センター

結婚相談（婚活支援） 

１・１５日（土） １３時～１６時 市役所水口庁舎　別館（仮設）
　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

心配ごと相談 3・7・14・17
21・24・28・31日
毎週月・金曜日
（祝日を除く） １３時３０分

～１６時

水口社会福祉センター開催日当日受付、先着順　�※予約不要
相談員／�民生委員児童委員� �

社会福祉協議会相談員（水口のみ）
対象／市内在住の方
問  甲賀市社会福祉協議会
　 ☎６２−８０８５／ ６３−２０２１

11日（火） 老人福祉センター　フィランソ土山
13日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
19日（水） 信楽地域市民センター
21日（金） 甲賀市市民福祉活動センター（甲南）

育ちと学びの相談 

園や学校、市役所甲南庁舎など
　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　９時～１７時）

相談窓口／☎６５−０７５１

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10月

●里親とは？��
　保護者の入院、離婚、経済苦、養育の拒
否、虐待など、様々な事情から家庭で暮らす
ことができない子どもを、自らの家庭に迎
え入れて養育する方のことです。
　主に、養育里親と養子縁組里親の２種
類の里親があります。（一定の研修や審査
後、里親として登録されます。）

●いろんな里親さんを求めています��
　◦�短期間（数日～数週間程度）だけ養育
する里親

　◦�子どもが学校を転校しなくてもいいよう
に、同じ校区の子どもを養育する里親

　◦中学生、高校生を養育する里親
　◦�乳幼児期から長期（年単位）で養育する里親
　◦養子縁組を希望する里親　など

※�県内のたくさんのご家庭が里親家庭として登録していただくことで、子どもたちの生活
の場所の選択肢が広がります。

第５９回滋賀県里親大会

滋賀県里親連合会事務局
☎・ 077-522-6881

問い合わせ

里親家庭を募集しています！

滋賀県中央子ども家庭相談センター（里親担当）　☎077-562-1121／ 077-565-7235
問い合わせ

発達支援課　☎86-8422／ 86-8380
問い合わせ

◦日時／10月1日（土）
　　　　13時〜16時15分
◦場所／忍の里プララ
　　　　（甲南情報交流センター）
◦�内容／式典・里親体験発表・アト
ラクション・基調講演「里親家庭
で育ってよかった」

　子どもの「気になる行動」の背景にある発達の特徴や心の動きを知り、子
どもとの付き合い方を一緒に学ぶ講座です。「何だか育てにくい」「心配な
ことが多い」など、子育てに悩む保護者の皆さん、また、気になる子どもへ
の関わり方を知りたいと思っておられる一般の方もぜひご参加ください。
◦�日時／10月8日（土）1３時30分～１５時30分（１３時から受付）
◦�講師／井

い
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先生（元発達障害者支援センターいぶき�センター長）
◦場所／かふか生涯学習館　研修室
◦参加申込／不要　　◦参加費／無料

こころ♡はなまる
　こじか教室（療育教室）で出会った保護者たちで結成した発達障が
い児を持つ親の会です。
　勉強会、親子遠足、啓発目的の研修会などの活動を行っています。

平成2８年度�甲賀市市民協働事業
こころ♡はなまる&発達支援課・学校教育課

子どもの個性に合わせた子育てのための一日講座
〜子どもの行動の背景を知り、関わりを考える〜
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