
「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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３月３月
水口スポーツの森へ行こう

◎	年間予約に供しない一般利用者のための確保日	 	
（６月分）のお知らせ　
　●野球場（市民スタジアム）…	 	
　　6月9日（土）・6月17日（日）
　●多目的グラウンド…	 	
　　6月17日（日）
　●締切日…3月27日（火）
　●抽選日…4月	 1日（日）

●野球場（市民スタジアム） ●陸上競技場●多目的グラウンド

水口スポーツの森　TEL /	 FAX 62-7529問合せ

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

4日（日） 8:00 ～
17:00

平成30年度
高松宮杯軟式野球大会
甲賀地区予選

【成人】

24日（土）・
25日（日）

9:00 ～
17:00

平成30年度
近畿春季Ａ・Ｂ級県予選大会

【一般】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

4日（日）・
17日（土）

9:00 ～
16:00

高円宮杯U-15サッカー大会
【中学生】

10日（土）・
11日（日）

8:30 ～
18:00

甲賀市長杯少年サッカー大会
【小学生】

18日（日） 8:30 ～
16:00

第9回 KaＷaKyu杯争奪
グラウンドゴルフ大会【成人】

21日（水・祝） 9:00 ～
17:00

Ｕ-18フットサルフェスティバル
【高校生】

25日（日） 8:30 ～
17:00

第13回コンパーノ招待サッカー大会
【シニア】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

11日（日） 8:30 ～
18:00

甲賀市長杯少年サッカー大会
【小学生】

水口スポーツの森へ行こう

■場所：みなくち子どもの森
■対象：�①小学１年生以上。小学生は保護者同伴（対象年齢以下の� �

付添不可）。②どなたでも
■参加費：�①300円、②無料
■申込み：�①３月１日（木）～、②申込不要�(定員あり)

①ほだ木づくりとシイタケ植菌
　�３月18日（日）９:30～ 12:00
②しぜんさんぽ（自然散歩）
　�３月25日（日）14:00～ 15:00

3月
みなくち
子どもの森の催し

みなくち子どもの森自然館	
 TEL 63-6712　 FAX 63-0466

問合せ
申込み

No.304 No.304平成30年２月15日 平成30年２月15日

第63回
公立甲賀病院健康講座

催し

■日時：３月３日（土）14時～15時30分頃
■場所：公立甲賀病院 診療棟２階講堂
■内容：講演「�リハビリテーションと� �

リハビリテーション栄養」
■講師：�公立甲賀病院 � �

リハビリテーション科医長
　　　　平

ひら

田
た

 知
とも

大
ひろ

 医師�
■対象：�地域住民の皆さん、医療従事者、

ご興味をお持ちの方
■定員：120人
■受講料：無料
■申込方法：�電話・FAX・直接下記まで
　　　  公立甲賀病院 地域医療連携部 

TEL 62-0234㈹　 FAX 62-5273
問合せ
申込み

「飯道山と甲賀の信仰」史料展
～古代からの飯道山の
歴史と甲賀准四国霊場の検証～

催し

　飯道山と甲賀の信仰について古文書など
さまざまな史料を展示します。
■日時：�３月３日（土）、４日（日）� �

９時～ 16時
■場所：貴生川地域市民センター
　　　  甲賀市観光協会 

TEL 60-2690　 FAX 60-2362
問合せ

わくわく☆チャレンジクラブ
『ビーズでマグネットを
作ろう』

催し

■日時：�３月10日（土）10時～ 11時30分
■場所：�かえで会館

水口医療介護センター
「健康教室」

催し

■日時：�３月13日（火）14時～
■場所：�みなくち診療所リハビリテーション室
■内容：�「診療所って？ 老健施設って？� �

～お気軽にご利用いただくために～」
■講師：�診療所スタッフ
■定員：�20人程度
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで（当日参加可）
　　　 みなくち診療所  
　　　 TEL 62-3346　 FAX 63-1728
問合せ
申込み

　市民の皆さんに政治や選挙をより身近な
ものに感じていただくため、期日前投票所
の投票立会人の登録者を一般公募します。
■応募資�格：市の選挙人名簿に登録され

ており、特定の候補者と直接利
害関係のない公正な人

■従事時間：�８時30分～ 20時

期日前投票立会人を
公募します

募集

　国や地域の社会経済の動きや国民生活
の実態を知るため、毎年さまざまな統計
調査が行われています。� �
　それらの統計調査の実施にあたり最前
線で活躍いただく「登録統計調査員」を募
集しています。
■業務内�容：調査対象である世帯や事業

所などに、「調査票」を配布する
とともに、調査票に正しく記入
していただけるよう、統計調査
の趣旨や内容について説明を行
い、記入された調査票の回収や
点検・整理などを行います。

■対象：�守秘義務を遵守できる市内在住
20歳以上の方（警察、税務、選
挙業務に直接関係のない方）

■申込方�法：総務課備え付けの申込書等
必要書類を提出いただき、面談
を行います。詳しくは下記まで。

　　 　総務課 総務統計係  
　　 　TEL 69-2120　 FAX 63-4086
問合せ
申込み

統計調査員として
活動しませんか

募集

自衛官募集のご案内 募集

募集種目 資　格 受付期間 試験期日

幹
部
候
補
生

一
般

大
卒
程
度
試
験

22歳以上26歳未満の者（20
歳以上22歳未満の者は大卒
（見込含）、修士課程修了者等
（見込含）は28歳未満の者）

３月１日（木）
～

５月１日（火）

１次 ５月12日（土）13日（日）
２次 ６月�12日（火）� �

～15日（金）
３次 （海）７月�９日（月）� �

～１3日（金）
３次 （空）�７月14日（土）� �

～８月２日（木）
※３次は海・空飛行要員のみ

院
卒
者
試
験

20歳以上28歳未満の者
修士課程修了者等（見込含）

歯
科
・
薬
剤
科

専門の大卒（見込含）
20歳以上30歳未満の者（薬剤科
は20歳以上28歳未満の者）

１次 ５月11日（金）
２次 ６月�12日（火）� �

～15日（金）
予
備
自
衛
官
補

一
般18歳以上34歳未満の者 １月９日（火）

～
４月６日（金）

４月14日（土）～18日（水）
のうち指定する１日技

能
18歳以上で国家免許資格等を有
する者（資格により年齢上限あり）

説明会 期　日 場　所 内　容

陸海空自衛隊
受験説明会

毎　日
（土日祝は事前に
ご連絡ください）

草津地域事務所
（草津市西渋川1－3－25）

時間内個別説明
（10時～18時）

　　　自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所　TEL 077-563-8205問合せ

　「自分たちの家」として、きずなでサーク
ル、ボランティア活動などを行う年間登録
団体を募集します。
■申込方�法：きずなと地域コミュニティ推

進課に備え付けの申込書に記入
後、きずなへ直接提出

■申込締�切：３月８日（木）
【年間登録説明会】
■日時：�３月４日（日）10時～ 12時
■場所：�自主活動センターきずな

自主活動センター「きずな」年間登録団体 募集

年間登録をせずに利用できる「ビジター
利用」も、使用の１カ月前から受け付け
しています。
■使用時間：�８時～ 22時
■受付：�甲賀市国際交流協会事務局10

時～17時30分（土・日・祝除く）

　　　自主活動センターきずな運営協議会 
 　　   TEL / FAX 63-7310
　　　 地域コミュニティ推進課　  

地域コミュニティ推進係  
TEL 69-2113　 FAX 63-4554

問合せ
申込み

問合せ

■日時：�３月11日（日）13時30分～ 16時
■場所：�水口中央公民館（鹿深ホール）
■内容：�日本語教室のクラスわけをするた

め、学習者の日本語のレベルを
チェックします。

※日本語ボランティアも募集
　詳しくは、電話かＦＡＸで下記まで
　　　甲賀市国際交流協会  
 　　   TEL / FAX 63-8728
問合せ
申込み

２０１８年度 外国人の
ための日本語教室
～学習者のクラスわけインタビュー～

募集

　市民目線で市内の情報を発信していた
だく「こうかまちかど特派員」を募集します。�
　広報記者として、市内の素敵なスポット
やイベント、人と出会えるチャンスです。
■応募要�件：市内在住の20歳以上の方

で、広報紙や地域情報などに興
味のある方、その他市の広報活
動に協力していただける方

■募集人�数：５人
■任期：５月１日から平成31年３月31日
■活動内�容：広報紙「まちかど特派員の

ページ」の作成（年２回程度）、特
派員会議への出席（月１回）など

■応募締切：３月15日（木）
■応募方�法：住所、氏名、年齢、電話番�

号を記入のうえ、持参、郵送、�
ＦＡＸ、Ｅメールで下記まで

　　 　 広報課 広報広聴係  
〒528-8502 水口町水口6053番地  
TEL 69-2101　 FAX 63-4619  
Ｅメール  
koka10040400@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

紙面づくりに参加しませんか
～平成３０年度　� �
こうかまちかど特派員～

募集

■従事場�所：市内の各期日前投票所のう
ち希望する場所

■報酬：�国の定める基準による額� �
（交通費は支給しません。源泉所
得税を控除します。）

■応募方�法：登録申請書に必要事項を記
入のうえ、持参または郵送で下
記まで

※�｢登録申請書」は、市ホームページから
ダウンロードできます。

　　 　 選挙管理委員会事務局  
〒528-8502 水口町水口6053番地 
TEL 69-2260　 FAX 63-4086

問合せ
申込み

■内容：�カラフルなビーズを並べて、マグ
ネットを作ります。

■対象：�市内の小学生
■定員：�先着10人
■参加費：�200円（材料費）
■持ち物：�ハンドタオル・お茶
■申込方法：�電話で下記まで
■申込受付日時：�２月15日（木）９時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ
申込み


