
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

平成30年3月1日 平成30年3月1日

■日時：�４月22日（日）、５月20日（日）、６
月17日（日）、８月５日（日）、９月
30日（日）、11月11日（日）、12月９日
（日）の９～12時（全７回）

平成３０年度
みなくち子どもの森
｢こいもクラブ｣参加者

募集

■会期：１０月１７日（水）～１９日（金）

■場所：長浜バイオ大学ドーム　

■出展料�金等：びわ湖環境ビジネスメッセ
ホームページをご確認ください。

■申込締切：６月１５日（金）

■申込方�法：ご希望の方はhttp://www.
biwako-messe.com/または「び
わ湖メッセ」で検索し、必要事項
をご入力のうえ、お申し込みくだ
さい。

　　　 �びわ湖環境ビジネスメッセ� �
実行委員会事務局� �
TEL 077-528-3793　� �
FAX 077-528-4876

問合せ
申込み

「びわ湖環境
ビジネスメッセ２０１８」
出展のご案内

募集

第６８回
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：�３月14日（水）14時～ 16時

■場所：�信楽保健センター１階

■内容：�「認知症」今からでも遅くない！脳
は使えば若返る

■定員：�約20人

■参加費：無料

■申込方法：電話・ＦＡＸ・直接申込

■申込締切：３月７日（水）

　　　�信楽中央病院� �
　　　�TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

親子ものつくり教室
第４回

「発泡入浴剤」つくり

催し

■日時：�３月18日（日）10時～ 12時

■場所：�くすり学習館　

■定員：�親子20組（40人）

■参加費：無料

■申込方�法：直接来館いただくか、電話・
ＦＡＸで下記まで　� �
※�ＦＡＸの場合、住所、氏名（保
護者・児童）、連絡先電話番
号を明記

■申込締切：３月11日（日）

　　　�くすり学習館� �
　　　�TEL 88-8110　 FAX 88-3154
問合せ
申込み

第１０回甲賀市文化協会
連合会芸能祭

催し

■日時：�３月11日（日）� �
12時開演（11時30分開場）

■場所：�あいこうか市民ホール
■内容：�大正琴、舞踊、邦楽、合唱、和

太鼓などの舞台芸能� �
【ゲスト演奏】滋賀県警察音楽隊

■入場料：無料
　　　��甲賀市文化協会連合会事務局� �

（あいこうか市民ホール内 月曜休館）�
TEL 62-2626　 FAX 62-2625

問合せ

まなび・たいけんフェスタ 
ｉｎ かふか

催し

■日時：３月11日（日）９時30分～ 15時
■場所：かふか生涯学習館およびその周辺
■内容：�体験コーナー（クラフト、昼間の

天体観望会など）、展示コーナー
（写真、手芸作品）、ステージ
発表（日本舞踊、オカリナ演奏）、
駅前マルシェなど

　　　 �まなび・たいけんフェスタ実行委員会��
（かふか生涯学習館内）� �
TEL 88-4100　 FAX 88-5055

問合せ

夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人（天体観望会） 催し

「太陽の素顔」
■日時：�３月11日（日）11時～ 12時と� �

13時30分～ 14時30分
■場所：�かふか生涯学習館
■内容：�太陽、水星、金星、一等星などの

観望
■定員：各回先着20人（申込不要）
※天候不良の場合は別プログラムで実施し
ます。
※十分な防寒対策をお願いします。
　　　�かふか生涯学習館� �
　　　�TEL 88-4100　 FAX 88-5055
問合せ

３月１４日 第２回
全国瞬時警報システム

（Jアラート）の
全国一斉情報伝達訓練を実施

お知らせ

■実施日時：３月14日（水）11時

■対象：�市内全域の地域情報化基盤整備
事業の音声放送端末機と屋外拡
声器

■放送内�容：放送前後にチャイムが鳴り、
「これはＪアラートのテストです」
などの放送が最大音量で流れます。

　　　�危機管理課�防災危機管理係� �
　　　�TEL 69-2103　 FAX 63-4619
問合せ

　インターネットの普及による新しい詐欺
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：３月19日（月）13時30分～ 16時

■場所：甲南第一地域市民センター

■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

■開催日：３月７日（水）

■時間：�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）

■料金：無料

■申込方法：電話で下記まで
　　　�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

■場所：みなくち子どもの森 体験農場

■内容：�米作りと餅つき、さといも等の栽
培と収穫、四季の里山を通じた
自然体験

■対象：�小学生～大人（小学生未満の同
伴はご遠慮ください。）

■定員：�20人（原則として毎回参加できる
方。定員超の場合は家族ごとに
抽選）

■参加費�：通信費として家族で年580円、
その他に材料費等を必要に応じ
て集金

■申込方�法：ハガキに｢こいもクラブ参加
希望｣と明記し、参加者全員の氏
名、年齢、住所、電話番号を記
入の上、下記まで

■申込締�切：３月31日（土）必着

　　　 �〒528-0051 水口町北内貴10� �
みなくち子どもの森自然館� �
TEL 63-6712　 FAX 63-0466

問合せ
申込み

　市では、良好な環境を将来の世代
に引き継ぐために、市民、事業者およ
び市が一体となってオール甲賀で環境
の保全に取り組んでいます。�
　地域の団体や事業者で、市内の道
路や公園等の公共的な場所の清掃活
動を定期的に行っていただける方は、
ぜひ｢甲賀市まち美化活動｣の実施団
体として登録をしてください。市から清
掃活動の支援をさせていただきます。��
　登録いただける方は、下記までご連
絡ください。

　　　�生活環境課�廃棄物対策係� �
　　　�TEL 69-2145　 FAX 63-4582
問合せ
申込み

お知らせ地域の団体・事業者
の皆さんへ
「甲賀市まち美化活動」に� �
ご登録を

P I C K U P

～４月から滋賀県が国保の運営主体に
加わります～
　現行の市町国保は、「①医療費水準が
高い②保険税負担が重い③保険財政が
不安定になるリスクが高い」といった課題
を抱えています。これらの課題を解決する
ため、県が国保の財政運営の責任主体
を担うことで制度の安定化・事業の効率
化を図ります。
～変わること～
・�国民健康保険被保険者証等の様式が
変わります。
・�高額療養費の多数回該当が都道府県
単位で通算されます。
　県内であれば、他の市町へ引っ越し
た場合も４月以降の療養において発生し

お知らせ国民健康保険制度が変わります
P I C K U P

た高額療養費の多数回該当の該当回数
は引き継がれて通算されます（世帯の構
成に変更があった時には、通算されない
場合があります）。
※�多数回該当とは、過去12カ月間で高
額療養費の対象となった月数が４回以
上となった場合、４回目から自己負担
限度額が引き下げられる制度です。
～届け出や保険税の納付などはこれま
でどおりです～
　住所変更や加入脱退、各種給付の申
請などの手続きは、これまでどおり、お
住まいの市町が窓口となります。
　　　�保険年金課�国保年金係� �
　　　�TEL 69-2140　 FAX 63-4618
問合せ
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