
悩みごと解決

相談コーナー 月9相談コーナー

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談＊   4日（月）

13時30分

～

16時

土山開発センター

人権擁護委員が、相談に応じます。
※申込不要 

 大津地方法務局　甲賀支局総務係
☎ 62-1828／  62-1748

  6日（水） かふか生涯学習館（甲賀）

  8日（金） 信楽開発センター

14日（木） 水口社会福祉センター

19日（火） 市役所甲南庁舎

男女の悩みごと相談＊

毎週月・水・金曜日 9時～16時
家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話または面接相談

（面接相談は事前予約が必要）。
相談窓口／☎69-2149　※祝日は休み

 人権推進課　人権政策係　☎ 69-2148／  63-4554

市役所水口庁舎  人権推進課  相談室

行政相談   4日（月）

13時30分

～

15時30分

水口社会福祉センター

医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見などを
受け付けます。※申込不要
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）

 生活環境課　☎ 69-2143／  63-4582

  5日（火） 土山開発センター

14日（木） かふか生涯学習館（甲賀）

15日（金） 市民福祉活動センター（甲南）

20日（水） 信楽開発センター

就労相談＊   5・19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、祝日は休み

 商工労政課　労政係　☎ 69-2188／  63-4087

12・26日（火） 市役所水口庁舎　商工労政課

5・12・19・26日（火） かえで会館

6・13・20・27日（水） 西教育集会所

7・14・21・28日（木） 宇川会館

1・8・15・22・29日（金） 信楽開発センター

  6・20日（水）

13時30分
~

15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）

13・27日（水）
甲南情報交流センター

（忍の里プララ）

7・14・21・28日（木） 清和会館

1・8・15・22・29日（金） 上野教育集会所

結婚相談（婚活支援）

2・16日（土） 13時～16時 水口図書館結婚支援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

 地域コミュニティ推進課　☎ 69-2113／  63-4554

こうか心配ごと相談＊

毎週月曜日

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、祝日は休み
相談員／民生委員児童委員

 甲賀市社会福祉協議会　☎ 62-8085／  63-2021

法律相談＊

13日（水） 14時～17時 あいこうか市民ホール定員/先着6人（1人30分）※要予約
相談員/甲賀法律事務所　髙橋弁護士

  総務課　法務係　☎ 69-2121／  63-4086

定員/先着6人（1人30分）
※要予約（開催日の2週間前から受付）

  7日（木）

13時～16時

水口社会福祉センター

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

21日（木） かふか生涯学習館（甲賀）

育ちと学びの相談＊

園や学校、市役所など
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すこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。

 発達支援課　☎ 69-2179／  69-2298　（受付時間  9時～17時）

青少年の悩みごと相談＊

不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　※月曜日～
金曜日（祝日、年末年始は休み）の９時～１６時、電話・Ｅメールでも相談に応じます。

 少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎ 62-6010／  63-3977
Eメール：k-syonen@city.koka.lg.jp

相談は無料ですので、お気軽にお越しください。

＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。
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■日時： ９月30日（土）13時～15時、  
10月１日（日） 10時～12時、  

15時～16時30分

■場所： 碧水ホール

■内容： お持ちの楽器でアンサンブル（合
奏）を楽しんでいただくワーク
ショップ。２日間の締めくくりに「サ
ザナミ記念アンサンブル定期演奏
会」（10月１日）でステージ発表を
します。

■講師： 鈴
すず

木
き

博
ひろ

詞
し

 （バイオリン奏者）ほか

■対象： 小学４年生以上で、自分が演奏
できる楽器を持参し、２日間参加

合奏ワークショップ参加者 募集

パワーヨガ教室  

■日時： 9月26日、10月3・10・17・
24・31日、11月7・14・21・
28日、12月5・12日（火）  
全12回　19時～ 20時30分

■定員： 先着20人　■受講費： 1,200円

初級英会話教室

■日時： 9月20・27日、10月4・11・
18・25日、11月1・8・15・
22・29日、12月6・13・20日（水）
全14回　19時～ 21時

■定員： 先着10人　■受講費： 1,400円

脂肪燃焼・キレイな姿勢で疲労回復教室

■日時： 9月20・27日、10月4・11・
18・25日、11月1・8・15・
22・29日、12月6日（水）  
全12回　19時30分～ 21時

■定員： 先着20人　■受講費： 1,200円

料理教室

■日時： 9月28日、10月13・26日、11月
17・30日、12月8日（木・金）  
全6回　19時～ 21時

■定員： 先着16人

■受講費： 5,820円（材料費込）

パン・お菓子教室

■日時： 9月26日、10月10・24日、11月 
7・21日、12月5・21日（火・木） 
全7回　18時30分～ 21時

■定員： 先着10人

■受講費： 7,700円（材料費込）

飾り巻き寿司教室

■日時： 12月19日（火）全1回　

■定員： 先着16人

■受講費： 2,200円（材料費込）

和食の料理教室

■日時： 10月18日（水）全1回　19時～ 21時

■定員： 先着16人

■受講費： 1,000円（材料費込）

プリザーブドフラワー教室

■日時： 9月29日、10月27日、11月24日（金） 
全3回　19時～ 21時

■定員： 先着10人

■受講費： 9,300円(材料費込)

［対象者］ 市内に在住または勤務されてお
り、平成29年4月1日現在で15
歳以上45歳未満の勤労青少年

（中高生および大学生は除く）

［申込期間］ 8月15日（火）～ 9月8日(金)  
（祝日を除く9時～ 19時　  
※9月8日(金）は17時まで）

［申込場所］ サントピア水口　勤労青少年
ホーム窓口（電話・代理での
申し込み不可）

※ 申し込みに必要なもの等、詳しくは下記まで。
市のホームページにも詳細を掲載します。

　　　勤労青少年ホーム  

 　　   TEL 63-2952　 FAX 63-6788
問合せ

サントピア 勤労青少年ホーム
秋の教室・短期教室

募集

できる方（弦楽器、管楽器、ハー
モニカ、リコーダーなど）。

■参加費： １人1,000円

■定員： 先着20人

■申込期間： 8月19日（土）～9月21日（木）

■申込方法： 電話または参加者の「名前、
住所、年齢、電話番号、楽器
名、経験年数」を明記の上、
FAX、Ｅメールで下記まで

　　　 碧水ホール（月曜休館）

　　　 TEL 63-2006　 FAX 63-0752  
　　　 Ｅメール　hekisuih@city.koka.lg.jp

問合せ

申込み

平成３０年度 私立幼稚園の入園申し込み お知らせ

私立幼稚園入園案内

園名 水口幼稚園 甲南幼稚園
貴生川認定こども園

（短時部）

定員
（募集定員）

満３歳児（２歳児）
 10人
３歳児 30人
４歳児 若干名
５歳児 若干名

満３歳児（２歳児）
 要相談
３歳児 70人程度
４歳児 若干名
５歳児 要相談

満３歳児（２歳児）
 要相談
３歳児 50人程度
４歳児 若干名
５歳児 若干名

願書配布 配布中 配布中

８月26日（土）
10時～
※ 以降、随時園で配

布します。

入園説明会
８月26日（土）
10時～

（受付９時30分～）

在園・卒園家庭
８月21日（月）
16時30分～
新規のご家庭
８月26日（土）
13時30分～

８月26日（土）
10時～

願書受付

９月11日（月）
９時30分～

※先着順

在園・卒園家庭
８月21日（月）以降
新規のご家庭
８月26日（土）
入園説明会以降

※先着順
※抽選の場合あり

８月26日（土）
入園説明会以降

※先着順

願書配布
入園説明会
願書受付

問い合わせ先

学校法人近江聖書学園
水口幼稚園
水口町城東3-21
TEL 62-0329
FAX 62-0334

学校法人森島学園
甲南幼稚園
甲南町野田604
TEL 86-8088

学校法人森島学園
貴生川認定こども園
水口町三大寺2100
TEL 62-8188

※私立幼稚園のお問い合わせは各園へお願いします。  
※水口幼稚園の願書は同園のほか、市役所、子育て支援センターにも置いています。 
※甲南幼稚園・貴生川認定こども園の案内は、甲南幼稚園ホームページにも掲載しています。 
ホームページ　http://www.eonet.ne.jp/~kounanyouchien/

■公立幼稚園、私立・公立保育園の入園申し込みの詳しい内容は、９月１日号に掲載します。

【入園申込受付期間】 ・幼稚園（公立）　　　　９月13日（水）～ 15日（金）  
・保育園（公立・私立）　10月２日（月）～ 13日（金）

■ 入園案内冊子・申込書は、９月初旬に配置予定です。  
市内各保育園・公立幼稚園、保育幼稚園課、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、各子育て支援センター

　　　 保育幼稚園課 管理係  
　　　 TEL 69-2180　 FAX 69-2298

問合せ


