
相談コーナー 月11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＊   1日（水）

13時30分

～

16時

かふか生涯学習館（甲賀）

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（月） 土山開発センター

  9日（木） 水口社会福祉センター

10日（金） 信楽開発センター

21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 市役所水口庁舎  人権推進課  相談室
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

行政相談   6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

  6日（月） 土山開発センター

  9日（木） かふか生涯学習館（甲賀）

15日（水） 信楽開発センター

17日（金） 市民福祉活動センター（甲南）

就労相談＊ 7・21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

14・28日（火） 市役所水口庁舎　商工労政課

7・14・21・28日（火） かえで会館

1・8・15・22・29日（水） 西教育集会所

2・9・16日（木） 宇川会館

10・17・24日（金） 信楽開発センター

1・15・29日（水）

13時30分
~

15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）

8・22日（水）
甲南情報交流センター

（忍の里プララ）

2・9・16・30日（木） 清和会館

10・17・24日（金） 上野教育集会所

結婚相談（婚活支援）

4・18日（土） 13時～16時 水口図書館 ２階結婚支援員が相談に応じます。※申込不要

持ち物／顔・全身が写った写真１枚

 地域コミュニティ推進課　☎ 69-2114／  63-4554

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊

毎週月曜日～金曜日 9時～17時 市役所水口庁舎 生活支援課 生活支援窓口生活の不安や仕事などの心配に関する相談　

※申込不要、祝日・年末年始は休み　対応者／相談支援員、就労支援員

 生活支援課　☎ 69-2158／  63-4085

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＊

  9日（木） 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）
  2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
16日（木） 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。

■接種期間： 10月20日（金）～ 12月28日（木）

※ワクチンの在庫がなくなり次第、終了します。

■金額： １回　大人 3,100円、子ども（小児科） 2,600円

①予約が必要

接種時間／曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考

９時～11時30分 ６カ月～中学３年生（小児科） 通常診療時間内

16時～16時30分 接種時13歳以上
診療時間外ですので、待ち
時間が短く、風邪等の方と
接触する可能性も低いです。

※予約について  

　・ 10月16日（月）午後から受付を開始します。土日祝日を除く13時～ 16時の間に下記

までお申し込みください。

　・ 定員になり次第、予約受付を終了します。ご了承ください。

②予約が不要

接種時間／曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考

９時～12時
16歳以上 通常診療時間内

14時～15時30分

※予約は不要ですが、臨時休診の場合があります。ご了承ください。

　　　 
市立みなくち診療所　TEL 62-3346　 FAX 63-1728

問合せ

申込み

市立みなくち診療所 インフルエンザ予防接種 お知らせ

がん検診を受けましょう お知らせ

　平成29年度がん検診は、医療機関での
受診が可能です。

■受診場所： 受診医療機関は健診（検診）
カレンダー 16、23、24ペー
ジをご覧ください。

■内容： 胃がん・肺がん・大腸がん・乳が
ん・子宮頸がん検診

■対象： 40歳以上の方  
（昭和53年4月1日以前生）  
※ 子宮頸がんは20歳以上の方  
（平成10年3月31日以前生）

■受診料： 検診によって異なります。健診
（検診）カレンダー 13、14ペー
ジをご覧ください。

■予約方法： 各医療機関にお問い合わせ
ください。

　　　 すこやか支援課 健康増進係  
　　　 TEL 69-2168　 FAX 63-4085

問合せ

■内容： 問診・血液検査（ピロリ菌検査・

ペプシノゲン検査）

■対象： 40歳の方（昭和52年4月2日～昭

和53年4月1日生）  

※ 検査対象外となる方がおられま

す。詳しくは、健診（検診）カレン

ダー 17ページをご覧ください。

■受診料： 3,000円

　　　 すこやか支援課 健康増進係  

　　　 TEL 69-2168　 FAX 63-4085
問合せ

ピロリ菌の有無を
検査しませんか

お知らせ

　慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん

などの疾患にかかりやすいといわれている

「ピロリ菌」の有無を検査しませんか。

■受診締切日： 平成30年3月末まで

■受診場所： 受診医療機関は健診（検診）

カレンダー 23、24ページを

ご覧ください。予約が必要な

医療機関があります。

■日時： １回目　11月18日（土）  
２回目　11月19日（日）

　　　　 各回とも10時～ 16時  
（受付９時30分）

■場所： 水口スポーツの森 西キャンプ場

■内容： 野外調理や自然遊びなど

■対象： 市内在住の未就学児と家族  
15組程度  

（各日５組以下の場合は中止）

■参加費： 高校以上800円、小中学生
500円、未就学児200円  

（保険代、材料費等）

■ 申込方法：詳しくは、市内図書館、中
央公民館、甲南青少年研修センター等
に設置のチラシや市ホームページをご覧
ください。

■申込締切： 11月１日（水）必着

　　　 青少年自然活動支援センター  
（社会教育課内）  
〒520-3393 甲南町野田810番地 
TEL 86-8022　 FAX 86-8380

問合せ

申込み

ニンニン忍者 おやこデイキャンプ
～家族みんなで秋を満喫しよう～

募集

■日時： 11月14、21、28日（火）の  
10時～11時（全３回）

■場所： 甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター

■内容： ストレッチやバランスボール等を使
用する体幹トレーニングを行います。

■講師： 市スポーツ指導員

■対象： 健康管理のために運動をしたい
方、運動不足を解消したい方

■定員： 先着８人

■参加費： 900円（保険料含む）

■申込締切： 11月8日（水）

　　　甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター  
 　　   TEL 86-6971　 FAX 86-6984

問合せ

申込み

リフレッシュ運動教室受講生 募集

7 6No.296 No.296平成29年10月15日 平成29年10月15日

シカ・イノシシの狩猟
が11月から始まります

お知らせ

　県では増えすぎたニホンジカ・イノシシ

を減らし、農林業および森林被害を無くす

ため、ニホンジカ・イノシシの狩猟に限り、

狩猟の開始を昨年より前倒します。皆さん

のご理解とご協力をお願いします。

■狩猟期間：11月1日（水）～ 3月15日（木）

　　　 滋賀県琵琶湖環境部  

　　　 自然環境保全課  

　　　 TEL 077-528-3489　  

　　　 FAX 077-528-4846

問合せ

２０１７あいの土山マラソン
大会　交通規制の実施

お知らせ

■マラソン開催日：11月5日（日）

◆交通規制を実施します  

　大会が開催されるコース周辺道路では、

交通規制が行われます。詳細は10月29日

あいの丘文化公園
施設臨時休館～11月5日（日）～

お知らせ

　土山図書館・歴史民俗資料館・あいの

土山文化ホール・森林文化ホールは、あ

いの土山マラソン開催のため休館となりま

す。図書の貸出期間の延長や、リクエスト

は市内の他の図書館をご利用ください。

　　　 土山図書館・歴史民俗資料館  

　　　 TEL 66-1056　 FAX 66-1067
問合せ

の新聞折込チラシをご覧ください。

■スタート時間：  

　【マラソン】  

　　女子10時25分／男子10時30分

　【ハーフマラソン】  

　　女子10時45分／男子10時50分

　　　 土山体育館内マラソン事務局  

　　　  TEL 66-0091　 FAX 66-1091

　　　  文化スポーツ振興課 スポーツ振興係 

TEL 86-8023　 FAX 86-8380

問合せ


