
　インターネットの普及による新しい詐欺
や悪徳商法、多重債務、架空請求などの
消費者問題の相談に応じます。※申込不要
■日時：6月19日（月）13時30分～ 16時
■場所：�土山地域市民センター
■対応者：消費生活相談員
　　　 生活環境課 消費生活センター
　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ

出張消費生活相談 相談

■日時：�6月14日（水）13時30分～ 16時
30分（受付16時まで）

■場所：�水口納税協会 3階 会議室
■定員：�予約制で先着6人（1人約30分）  

※無料・要申込
　　　 水口納税協会
　　　 TEL 62-1151　 FAX 63-0173
問合せ
申込み

税理士による
税務相談

相談

　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、
6月分以降の児童手当・特例給付を引き
続き受ける要件（児童の監督や保護、生計
同一関係など）を満たしているかどうかを
確認するためのものです。
　届け出用紙は、5月末に市から受給者あ
てに郵送しています。現況届の提出がない
場合は、6月分以降の手当が受けられませ
んので、必ず提出をお願いします。
■提出期間：6月1日（木）～ 30日（金）
■提出場所：子育て政策課（水口庁舎

2F）・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  
※郵送での提出も可能

　　　 子育て政策課 子育て政策係
　　　 TEL 69-2176　 FAX 69-2298
問合せ

児童手当・特例給付
現況届提出を
お忘れなく

お知らせ

　市では、修学の意欲がありながら経済
的理由により高等学校等への修学が困難
な方に対して奨学資金を給付しています。
■給付の対象：次の①から③のすべてに

該当する方が対象
　① 滋賀県奨学資金、日本学生支援機構

奨学金、またはこれらに準ずる奨学
金の貸与を受けている方

　② １年以上引き続いて、保護者が市内
に住所を有している方

　③ 生活保護法に基づく被保護世帯また
はそれに準ずる世帯に属する方

■給付の額：
　・高等学校、特別支援学校（高等部）等
 … 月額 5,000円
　・大学（大学院を除く）等
 … 月額15,000円
■申請期間：6月12日（月）～7月31日（月）
■申請書類：給付を受けるには、申請書

類の提出が必要です。詳しくは、下記
までお問い合わせください。

　　　 学校教育課 学務係
　　　 TEL 86-8019　 FAX 86-8380
問合せ

奨学資金給付制度 お知らせ

■日時：6月24日（土）9時30分～16時
■場所：�ＮＰＯ法人 鹿

か ふ か

深の杜
もり

  
（水口町山3258-2）

■内容：�自然体験活動・野外調理など  
子どもと楽しめる内容を紹介

■対象：�青少年活動団体・子ども会の指
導者など（15歳以上）

■定員：20人
■参加費：800円
■持ち物：�筆記用具、飲み物、タオル、帽子、

軍手、防寒着、米一合

～甲賀流 子どもと楽しむ術～
青少年自然体験活動指導者等研修会

募集

　信楽高原鐵道（ＳＫＲ）の沿線にあたる
水口町牛飼区では、地域をあげて行う田
植え作業の参加者を募集します。
■日時：�6月4日（日）8時30分受付開始  

（小雨決行）
■場所：�国道307号「庚申口」交差点から

約150ｍ甲南方面に進んだ水田
■参加費：�１人300円（おにぎり・お茶付き）
　※ どなたでも参加いただけます。当日、

現地に汚れてもよい服装でお越しくだ
さい。

■主催：�うしかい田んぼアート実行委員会
　　　 観光企画推進課 観光振興係
　　　 TEL 69-2190　 FAX 63-4087
問合せ

一緒に植えよう
田んぼアート

募集

■日時：�6月・7月・9月・10月の  
毎月第2金曜日　10時～

■場所：�育児ひろばアプリコット  
水口町水口本町1-5-31

■定員：先着5人
■対象：�自身のこれからの働き方について

考えたい方
■参加費：500円
■申込方法：�毎月第2月曜日17時までに、

電話で下記まで
　　　 創業未来会議室 事務局
　　　 担当：松本 
　　　 TEL 60-5217

問合せ
申込み

創業未来会議室
『 “仕事や働く”に 
ついて考える講座』

募集

■日時：�6月17日（土）・6月24日（土）  
13時30分～ 15時30分

■場所：�生活支援センターあかつき  
（水口町暁3-44）

■対象：�甲賀市・湖南市にお住まいの方
で、文字入力できる方。障がい
をお持ちの方優先

■定員：8人
■参加費：無料
■申込締切：�6月10日（土）
　　　 生活支援センターあかつき 
　　　 TEL 65-4641　 FAX 65-4642
問合せ
申込み

エクセルの表計算
機能を覚えよう

募集

■日時：�6月25日（日）14時～ 15時30分  
（受付13時30分～）

■場所：�碧水ホール
■内容：�元気な今だから言える「サヨナラ」

の準備　～最後まで住み慣れた
我が家で暮らすために～

■定員：300人
■参加費：無料
■申込方法：電話またはFAXで下記まで
■申込締切：�6月22日（木）  

※手話通訳があります。
　　　 健康医療政策課 健康医療政策係 
　　　 TEL 69-2171　 FAX 63-4085
問合せ
申込み

在宅医療市民啓発講演会 催し

■日時：6月21日（水）14時～16時
■場所：信楽保健センター １階
■内容：講座「ダイエット②」そのひとくち

の誘惑に負けない習慣をつくろう！
■講師：病院スタッフ
■定員：約20人
■参加費：無料
■申込方法：電話・ＦＡＸ・直接申込
■申込締切：6月14日（水）
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

第６０回 
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：6月9日（金）10時30分～ 12時
■場所：�日本基督教団水口会堂  

（水口町城東３-21）
■内容：あなたは大切な人です
　　　　－助け合うって？－
■講師：島 しづ子
■参加費：無料
　　　 水口幼稚園　担当：谷村  
　　　 TEL 62-0329　
問合せ
申込み

公開“共育”講座
“子育て”“親育ち”を
一緒に考えましょう

催し

■申込方法：申込書を社会教育課、甲南
青少年研修センターまたは各中央公民
館へ提出  
※申込書は提出先に設置しています。  
※参加費は当日集めます。
■申込締切：�6月13日（火）
　　　 青少年自然活動支援センター
　　　 （社会教育課内）
　　　 TEL 86-8022　
　　　 FAX 86-8380

問合せ
申込み

　甲賀夏まつりで打ち上げる記念花火を
募集しています。いただいたコメントは、
新聞折込チラシに掲載します。
【甲賀夏まつり花火大会】
■日時：�7月29日（土）19時45分～ 20時

30分　小雨決行（荒天順延）
■場所：野洲川河川敷（水口橋上流）
■記念花火：4号玉　10,000円
■申込方法：代金を添えて下記まで
■申込締切：6月30日（金）
　　　  甲賀夏まつり2017実行委員会  

（甲南庁舎内 甲賀市観光協会事務局）
　　　 TEL 60-2690　 FAX 60-2362

問合せ
申込み

夏まつり
「記念花火」を
打ち上げませんか

募集

　市では、水道メーターの有効期間であ
る８年を満了する前に取り換え作業を行っ
ています。
　取り換え対象の方には、事前にはがき
で取り換え予定日と業者名をお知らせしま
すので、ご協力をお願いします。
■実施期間：6月から毎偶数月
■メーター交換事業者： 甲賀市管工事協

同組合加盟業者
※交換時は、一時的に断水します。  
（通常5 ～ 20分程度）

※メーター交換に費用はかかりません。
　　　 上下水道総務課 
　　　 料金管理係
　　　 TEL 86-8014　
　　　 FAX 86-8390

問合せ

水道メーターの
交換にご協力を

お知らせ

■日時：�7月1日（土）14時～ 15時40分  
（受付13時30分～）

■場所：碧水ホール
■内容：「気をつけよう！金融トラブル  

～だまされないで！うまい話にご用心～」
■講師：�住

すみ

田
だ

 裕
ひろ

子
こ

 氏  
（弁護士）

■定員：�先着300人  
※要申込

■参加費：無料
■申込方法：郵便番号、  

住所、氏名（ふりがな）、電話番号、参
加人数（最大5人）　を明記の上、はがき、
ファックス、またはメールで下記まで
■申込締切：6月16日（金）
　　　 生活環境課 消費生活センター
　　　 水口町水口6053  
　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
　　　 メール koka10204000@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

消費生活フォーラム
ＩＮ 甲賀市

催し

21 20No.287 No.287平成29年6月1日 平成29年6月1日

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

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

▲昨年の田んぼアート「にんじゃえもん」


