
相談コーナー 月2相談コーナー
「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考
人権なんでも相談＊   5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

  7日（水） かふか生涯学習館（甲賀）
  8日（木） 水口社会福祉センター
  9日（金） 信楽開発センター
20日（火） 甲南第一地域市民センター

男女の悩みごと相談
毎週月・水・金曜日 9時～16時 市役所  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   5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（月） 土山開発センター
  8日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
16日（金） 市民福祉活動センター（甲南）
21日（水） 信楽開発センター

就労相談＊ 6・20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

13・27日（火） 市役所 商工労政課
6・13・20・27日（火） かえで会館（甲南）
7・14・21・28日（水） 西教育集会所（信楽）
1・8・15・22日（木） 宇川会館（水口）
2・9・16・23日（金） 信楽開発センター
7・21日（水）

13時30分
~

15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）

14・28日（水） 甲南情報交流センター
（忍の里プララ）

1・8・15・22日（木） 清和会館（土山）
2・9・16・23日（金） 上野教育集会所（甲賀）

結婚相談（婚活支援）
3・17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 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＊
14日（水） 14時～17時 あいこうか市民ホール（水口）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・祝日の場合、翌日から受付）  8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 22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。

問合せ
申込み

講座・教室名 日　時 回数・内容 対象者・定員 受講料・持ち物 開催場所・申込先 募集期間

思い出写真講座
～卒園卒業編～

２月３日（土）
10時～11時30分

カメラの取り扱い
と撮影のポイント
を学びます

市内在住、在勤の
２０歳以上
先着１６人

無料
デジタルカメラ
※スマートフォン不可

土山中央公民館

1月16日（火）～
27日（土）

レザークラフト
講座

3月3日（土）
10時～12時

キーホルダーを
作ります

市内在住、在勤の
２０歳以上
先着２０人

1,000円
1月20日（土）～
2月10日（土）

各公民館では講座の受講生を募集しています。身近な場所で生涯学習をはじめませんか。
内容については各公民館へお問い合わせください。※受付時間：火曜日～土曜日（月曜・祝日除く）8時30分～ 17時15分

●水口中央公民館	 TEL.62-0488	 FAX.62-3338
●土山中央公民館	 TEL.66-0158	 FAX.66-0158
●かふか生涯学習館	 TEL.88-4100	 FAX.88-5055

●甲南公民館	 TEL.86-3036	 FAX.86-8119
●信楽中央公民館	 TEL.82-8075	 FAX.82-2463

　弁護士・司法書士・社会福祉士・社会
保険労務士・行政などの専門職による無
料相談会。
■日時：�１月20日（土）� �

13時30分～16時30分
■場所：�水口社会福祉センター
■参加費：�無料　※予約不要
※手話通訳が必要な方は事前にご連絡く
ださい。

　　　  甲賀・湖南成年後見センター ぱんじー
（甲南第一地域市民センター２階）

　　　 TEL 86-6161　 FAX 86-6199

問合せ

高齢者・障がい者
なんでも相談会

相談

平成３０年４月から
「院外処方」の全面発行

お知らせ

　医薬分業をより推進するため、平成30
年４月（予定）から、信楽中央病院外来の
お薬は、原則として「院外処方」となります。�
　患者さんには、当院にて「院外処方せん」
をお渡ししますので、ご希望の保険薬局に
お持ちいただき、お薬を受け取っていただ
くことになります。ご理解、ご協力をお願
いします。
　　　�信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ

甲賀市地域福祉大会
「地域で共に生きる
～ご近所福祉のまちづくり～」

催し

■日時：�3月10日（土）13時～ 16時30分��
（受付12時30分～）

■場所：�忍の里プララ・甲南公民館
■内容：�講演・分科会　� �

※分科会は、要申込
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：�１月31日（水）
　　　 甲賀市社会福祉協議会 地域活動支援課  
　　　 TEL 62-8085　 FAX 63-2021
問合せ
申込み

小学生のための国際理解講座
世界まなびじゅく２０１７
絵本で世界をまなびましょ 第3回 シンガポール

催し

■日時：�２月10日（土）10時～ 12時　
■場所：�自主活動センターきずな　
■対象：�小学生
■定員：�30人
■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
■申込方法：電話で下記まで
■申込締切：２月５日（月）
　　　 甲賀市国際交流協会  
　　　 TEL / FAX 63-8728
問合せ
申込み

健康推進アプリ
「B

び わ

IWA-T
て く

EKU」配信開始
お知らせ

　スタンプラリーや特定健診・がん検診の
受診、スマートフォンを持ってウォーキン
グすること等により健康ポイントが取得で
き、ためたポイントで賞品がもらえます。

■取得方�法：右記二次元コー� �
ドからダウンロード� �
（無料）

■アプリ�の操作等の問合せ：
BIWAKOスキやねん保険者協議会��
サポートデスク� �
TEL�050-3702-1640� �
（平日９時～17時）※3月31日まで

　　　�保険年金課 国保年金係  
　　　 TEL 69-2141　 FAX 63-4618
　　　�すこやか支援課 健康増進係  
　　　 TEL 69-2168　 FAX 63-4085

問合せ

5 4No.302 No.302平成30年１月15日 平成30年１月15日

市有地を売却します お知らせ

　入札により市有地を次により売却します。
■売却す�る市有地：甲賀町大原中字野代

1065番地19、宅地、164．21㎡、
市街化区域、建ぺい率60％、容
積率200％

■売却方法／一般競争入札� �
　※�複数の申込者が価格を競い合い、市
があらかじめ定めた予定価格（最低売
却価格）以上で、最も高い価格をつけ
た方に購入していただく方法です。

■予定価格：�246万円� �
（最低売却価格）

■申込資格：� �
　①税金を滞納していない方� �
　②�入札日時までに売払予定価格の100
分の８に相当する金額を入札保証金
として納付可能な方

　③�契約時に代金の30％、契約日から30
日以内に残金の支払いが可能な方

■申込方�法：公有財産管理課に備え付け
または市ホームページの入札要
綱をご覧いただき、指定の用紙

でお申し込みください（郵送・Ｆ
ＡＸによる申し込みはできません）

■申込場�所：�公有財産管理課（市役所３階）
■申込締切：２月２日（金）
■受付時間：８時30分～17時15分
　　　�公有財産管理課 財産管理係  
　　　 TEL 69-2125　 FAX 63-4561
問合せ
申込み


