
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
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■日時：�３月４日（日）� �
13時30分開演（13時開場）

■場所：�あいの土山文化ホール

■内容：�キッズダンスステージとゲストの
スタイルジャズ&ボーカル、ヒッ
プホップ、ブレイクなど

■出演者�：つちやまジュニアダンススクー
ル、Dance�studio�gato
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■入場料�：500円　� �
※全席自由・３歳以下無料� �
（お席が必要な場合は有料）

■プレイ�ガイド：あいの土山文化ホール、
あいこうか市民ホール、忍の里�
プララ

　　　 あいの土山文化ホール（月曜休館） 
　　　 TEL 66-1602　 FAX 66-1603
問合せ
申込み

なつかしのふれあい体験
教室「フジかごづくり」

催し

■日時：�３月４日（日）10時～ 12時　　
■場所：�甲南ふれあいの館
■対象：�小学生～大人� �

（小学生は保護者同伴）
■定員：�先着15人
■参加費：200円
■申込方法：電話か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６７回 
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：２月21日（水）14時～ 16時
■場所：信楽保健センター�１階
■内容：�「乳がん・更年期」� �

たった１日の健診があなたの人生
を変える

■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：２月14日（水）
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

■日時：�２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）

■参加費：�無料

　　　 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

■開催日�：２月16日（金）・19日（月）・20日
（火）・21日（水）・22日（木）

■時間：�９時30分～ 16時
■場所：�水口納税協会３階　会議室
■定員：�事前予約制で各日先着10人
■料金：�無料
■方法：�電話で下記まで　※要申込
　　　 上杉会計事務所 上杉恵一  
　　　 （主催者　近畿税理士会水口支部）

　　　 TEL 62-1231

問合せ
申込み

税理士による確定申告相談 相談

　インターネットの普及により新しい詐欺や
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。

■日時：�２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
※申込不要
　　　 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：�３月７日（水）・14日（水）� �
９時30分～ 11時30分（全２回）

■コース：�３月７日（水）　甲南コース� �
（忍の里プララ～成田牧場）� �
３月14日（水）　土山コース� �
（土山体育館～東海道土山宿）

■講師：�市スポーツ指導員
■対象：�市内在住・在勤18歳以上の方
■定員：�先着20人
■参加費：700円（保険料含む）
■申込締切：３月１日（木）
■申込み�先：文化スポーツ振興課・水

口体育館・甲南Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター・信楽中央公民館

　　　 文化スポーツ振興課  
　　　 TEL 69-2249　 FAX 69-2293
問合せ
申込み

ウォーキング教室受講生 募集

■日時：�３月１日（木）、８日（木）、15日（木）、
22日（木）� �
13時30分～ 15時（全４回）

■場所：�水口体育館

■内容：�バスケットボールのドリブルやパ
ス、シュートなど基礎の演習

■講師：�市スポーツ指導員

■対象：�市内在住・在勤18歳以上の方

■定員：�先着10人

■参加費：1,100円（保険料含む）

■申込締切：２月22日（木）

■申込み�先：文化スポーツ振興課・水口
体育館・甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター

　　　 水口体育館  
 　　　TEL / FAX 62-9589
問合せ
申込み

初心者バスケットボール
教室受講生

募集

■日時：�２月25日（日）14時～ 16時30分

■場所：�ホテルピアザびわ湖

■内容：�育休後コンサルタント�山
やま

口
ぐち

理
り

栄
え

さんの講演など

■対象：�産休中・育休中の方、育休から
復帰された方、育休取得予定の
方およびそのパートナー

■定員：�先着50人

■参加費：�無料（無料託児有 先着50人）

■申込方�法：FAXまたは滋賀県ホーム
ページ「しがネット受付サービス」
からお申し込みください。

■申込締切：�２月15日（木）
　　　 滋賀県庁女性活躍推進課  
 　　　 TEL 077-528-3770  

FAX 077-528-4807

問合せ
申込み

仕事と子育ての
両立を応援
“育休後のハッピー・キャリア・
カフェ”

募集

■日時：�２月24日（土）� �
９時～ 12時（受付８時30分～）

■場所：�甲賀広域行政組合消防本部�� �
屋内訓練場

■内容：�成人を対象とした心肺蘇生法、
ＡＥＤの使用方法など

■定員：�先着30人

■対象：�市内在住または在勤の方

■参加費：無料

■申込方法：電話・直接申込で下記まで

■申込締切：２月16日（金）

　　　 水口消防署 救急係  
　　　 TEL 63-1119　 FAX 63-7941
問合せ
申込み

普通救命講習Ⅰ受講者
～水口消防署～

募集

後期高齢者医療の
医療費通知月が
変わります

お知らせ

　後期高齢者医療をご利用の皆さんに年
３回発行する医療費通知の月を下記のと
おり変更します。

■発行月（年３回発行）９月・２月・３月

※�なお、対象期間内に医療機関への受診
がなかった場合は、医療費通知は発行
されません。

　　　�保険年金課 後期高齢者医療係  
　　　 TEL 69-2142　 FAX 63-4618

　　　�滋賀県後期高齢者医療広域連合  
　　　 TEL 077-522-3013

問合せ

ニワトリやヤギ等を
飼っている方は定期報告を

お知らせ

　牛、豚、鶏などの家畜の所有者は飼養
規模に関わらず、毎年２月１日現在の家畜
飼養状況等を県知事へ報告することが義
務付けられています。� �
　これにより、下記の報告対象家畜を、ペッ
トも含め１頭（羽）以上飼育されている方
は、報告様式（滋賀県家畜保健衛生所ホー
ムページに掲載）に記入して、下記までご
提出ください。また、報告様式の取り寄せ
や不明な点がありましたら下記までお問い
合わせください。

報告対象となる家畜（小規模）やペット
など
⃝牛・水牛・馬
⃝鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
⃝�鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・
七面鳥
⃝だちょう

　　　�滋賀県家畜保健衛生所  
　　　�近江八幡市西本郷町226-1  
　　　�TEL 0748-37-7511　  
　　　� FAX 0748-37-4821
　　　�農業振興課 農産係  
　　　�TEL 69-2193　 FAX 63-4592

提出先

問合せ
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人（天体観望会） 催し

「カノープスをみつけよう！」
（長寿の星のおはなし）
■日時：�２月10日（土）� �

19時30分～ 21時30分
■場所：�かふか生涯学習館
■内容：�天王星、カノープスなどの観望
■定員：先着20人
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：�２月９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

お知らせ延長窓口の集約と休日窓口の臨時開設
P I C K U P

平成３０年４月から
延長窓口が市内１カ所に
　これまで市内５カ所（市役所および土
山・甲賀大原・甲南第一・信楽の各
地域市民センター）で実施していました
延長窓口が４月から市役所１カ所になり
ます。
■開設場所：市役所　市民課
■開設時間：毎週火曜日19時まで
※取扱業務に変更はありません。

3月末・4月始めに
休日窓口を臨時開設
　転勤・就職等により引越しが決まった
ら住民異動届が必要です。休日窓口を
ご利用ください。
■開設場所：市役所　市民課
■開設日�：�３月25日（日）、４月１日（日）
■開設時�間：８時30分～ 17時15分
■業務内�容：転入・転出・転居の手

続き、証明書発行

　　　�市民課　TEL 69-2138　 FAX 65-6338問合せ
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