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問合せ
生活環境課 防犯交通対策係
TEL 69-2143　 FAX 63-4582

問合せ
甲賀広域行政組合消防本部 予防課
TEL 63-7932　 FAX 63-7940
組合ホームページ：http://www.koka-koiki.jp

備えることで自然災害から身を守る
　初夏から秋にかけては、台風や前線による大雨により、崖崩れや
土石流、川の氾濫など人々の生活や生命を脅かすような自然災害が
発生する恐れがあります。
　災害から身を守るためには、災害に対する備えをしておく、危険
を感じたら早めに避難するなど自らの身を守るための防災行動を起
こすことが重要です。
　平時には、市が配布している「防災マップ」を活用し、危険個所や
避難場所を把握しておくことや、避難時の非常持ち出し品の点検も
行っておきましょう。
　また、実際に台風が接近しているときや大雨のときには、テレビ
やラジオ、気象庁ウェブサイトの「防災情報」ページなど最新の気象�
情報を入手・活用して、早め早めの防災行動をとるように心掛けま
しょう。

甲賀消防管内における各種災害の発生件数

交通事故多発路線（事故レッドゾーン）
半減対策の実施
　甲賀警察署では交通事故が多発する、
・�国道１号の石部大橋交差点から国道松尾交差点まで
の間
・�県道草津伊賀線（旧国道１号）の石部大橋交差点か
ら朝国交差点までの間
・�県道大野名坂線の名坂交差点から新町交差点まで
の間

を事故レッドゾーンに指定して、交通の取締りなどを強
力に実施し、交通事故の半減をめざします。
　市民の皆さんのご協力をお願いします。

市内における交通（人身）事故発生状況
本年 前年 増減数 ５月中

発生件数 113 件 107 件 6件 28件

死者数 1人 6人 ー5人 0人

負傷者数 132 人 115 人 17 人 29 人

（平成29年5月末現在）

火災 救急 救助 その他
甲賀市 20件 1,508 件 36 件 86 件
前年比 ー12 件 80 件 4件 ー9件

（平成29年5月末現在）

市では生後４カ月の健診時に、赤ちゃんと家族が絵本
を通してふれあい、楽しいひとときを過ごせるよう、絵
本１冊をお贈りするブックスタートの取り組みを行って
います。市内在住の赤ちゃんと保護者を対象に、絵本の
読み聞かせ体験と一緒に実施しています。
「生後４カ月で絵本を見ることができるの？」と思われる
かもしれませんね。でも赤ちゃんはお父さん、お母さんの
優しい声や語りかける声をよく聞いています。身近な人の
ぬくもりを感じながら絵本に接し、一緒に共感し合うひとと
きは、子どもの感性や心を豊かにする貴重な時間になります。
市ではブックスタートやおはなし会などで絵本の読み
聞かせをしていただく「ブックスタートサポーター」の養
成講座を実施しています。赤ちゃんや保護者の方ととも
に楽しい時間をお過ごしください。

ブックスタートサポーター養成講座受講者募集
●日時・内容
第１回　7月5日(水)10時～ 12時
「０歳児の発達・かかわり方について、� �
活動内容・登録についてなど」
第２回　7月12日(水)10時～ 11時30分
「絵本を読んでみましょう」

●場　所　水口庁舎２階　会議室203
●参加費　無料/要申込（原則２回とも受講）
※�詳細は、各地域市民センター、公民館、図書館
などに設置のチラシをご覧頂くか、下記まで
お問い合わせください。

「ブックスタート～赤ちゃんとの楽しいひととき～」

56回

保育幼稚園課　指導振興係
TEL 69-2181 FAX 69-2298

問合せ
申込み

15 14No.289 No.289

体験☆ねんどが動く� �
アニメを作ろう� �
～クレイアニメの世界へ～

催し

■日時：７月23日（日）10時～ 16時
■場所：あいこうか市民ホール　展示室
■内容：粘土を使ったアニメーション作り
■対象：小学生（１・２年生は保護者同伴）
■定員：先着50人
■参加費：１人500円
■申込受付開始：７月８日（土）10時～
■申込方法：�下記窓口にお越しください
■持ち物：昼食
　　　�あいこうか市民ホール（月曜休館）�
　　　�TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ
申込み

第３回人権教育
連続セミナー

催し

■日時：�７月29日（土）  
13時30分～ 15時10分

■場所：信楽開発センター
■内容　講演： 子どももおとなも幸せに  

なるコミュニケーション  
～心の体力を温める～

■講師：水
みず

田
た

恵
めぐ

美
み

さん（（株）ひとまち）
■参加費：無料
■申込：�不要。  

託児のみ要申込。（先着10人）
■その他：手話通訳、要約筆記あり
　　　�人権教育室� �
　　　�TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ
申込み

甲賀看護専門学校
「オープンキャンパス」

催し

■日時：�1回目７月25日（火）  
2回目７月31日（月）  
両日： 13時20分～ 16時  

（13時受付開始）
■場所：甲賀看護専門学校
■�申込方法：参加人数と希望日を電話、

FAX、Eメールのいずれかで下記まで
　　　�甲賀看護専門学校� �
　　　�TEL 65-6071　 FAX 65-6073
　　　�Eメール postmaster@kokans.ac.jp

問合せ
申込み

観よう・やろう！
高校演劇２ＮＤ�ＳＴＡＧＥ

催し

■日時：７月26日（水）13時30分開演
■場所：あいこうか市民ホール
■内容：�甲賀市を含む近隣高校の演劇部

が行う合同発表会
　　　�あいこうか市民ホール（月曜休館）�
　　　�TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ
申込み

山内ふるさと絵屏風と
古地図展� �
―黒川・山中・猪鼻編―

催し

■期間：7月22日（土）～ 10月1日（日）
■開館時間：10時～ 17時
■場所：土山歴史民俗資料館第2展示室 
※入館無料
　　　�土山歴史民俗資料館� �
　　　�TEL 66-1056　 FAX 66-1067� �
　　　�（月・火休館、10時～ 17時）

問合せ

甲南ふれあいの館
体験教室

催し

①夏休みふれあい陶芸教室
■日時：7月22日(土)10時～ 12時
■定員：先着25人
■参加費：�大人・中学生　500円  

小学生以下　　400円
②�なつかしのふれあい体験教室� �
竹筒を使った“みずでっぽう”づくり　
■日時：7月30日（日）10時～ 12時　
■対象：小学生以上（小学生は保護者同伴）
■定員：先着15人
■参加費：200円
■持ち物・服装：�帽子、タオル、水筒、

汚れてもよい服
■①②の場所：甲南ふれあいの館
■①②の申込：電話またはFAXで下記まで
　　　�甲南ふれあいの館� �
　　　�（月・火休館、10時～ 17時）� �
　　　�TEL・ FAX 86-7551

問合せ
申込み

第６１回�
信楽中央病院�健康塾

催し

■日時：７月19日（水）14時～ 16時
■場所：信楽保健センター １階
■内容：�講座「脂質異常」動脈硬化  

人は血管とともに老いるのです
■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・直接申込で  

下記まで
■申込締切：�７月12日（水）
　　　�信楽中央病院� �
　　　�TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

東海道伝馬館夏まつり� �
「なな・ナナ市」 催し

■日時：7月15日（土）16時～ 20時
■場所：東海道伝馬館および駐車場
■�内容：①土山ジュニアダンススクール 

ダンス発表、琉
りゅう

遊
ゆう

会のエイサー・三
さん

線
しん

   
②沖縄名物屋台など   
③手作りアクセサリーなどバザー　
　　　�東海道伝馬館（月・火休館）� �
　　　�TEL・ FAX 66-2770
問合せ

旧水口図書館
バイオリンコンサート

催し

■日時：�７月16日（日）  
開場13時30分、開演14時

■場所：旧水口図書館
■�内容：演奏者 バイオリン・藤

ふじ

原
わら

利
り

佳
か

（関西フィルハーモニー）、ピアノ・河
こう

本
もと

清
きよ

子
こ

■定員：50人
■参加費：無料
　　　�稚木の会� �
　　　�TEL 080-3111-7219
問合せ

世界まなびじゅく２０１７
第１回　ベトナム

催し

■日時：７月８日（土）10時～ 12時　
■場所：�自主活動センターきずな２階  

会議室
■対象：小学生
■参加費：�甲賀市国際交流協会会員 300円 

非会員　500円
■持ち物：筆記用具
■定員：40人
■申込締切：７月６日（木）　
　　　�甲賀市国際交流協会� �
　　　�TEL・ FAX 63-8728
問合せ
申込み

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

� �
（天体観望会） 催し

「月の撮影会」
■日時：７月８日（土）
　　　　19時30分～ 21時30分
■場所：かふか生涯学習館
■内容：月の撮影体験
■持ち物：デジタルカメラ等
■定員：先着20人
■申込方法：電話で下記まで
■申込締切：７月７日（金）
※ 天候不良、申込者少数の場合は、中止

します。
　　　�かふか生涯学習館� �
　　　�TEL 88-4100　 FAX 88-5055
問合せ
申込み


