
「近江の春 びわ湖
クラシック音楽祭」
びわこの風オーケストラ定期演奏会

催し

■日時：�４月15日（日）� �
14時30分開演（14時開場）

■会場：�あいこうか市民ホール
■入場料�：［前売］�一般 1,300円� �

18歳以下または� �
65歳以上 1,000円� �
（当日 各200円増）

■内容：�シューマン：ピアノ協奏曲� �
ブラームス：交響曲第２番

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館）  
　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ
申込み

わくわく☆チャレンジクラブ
『時間割りボード作り』

催し

■日時：�４月14日（土）10時～ 11時30分
■場所：�かえで会館
■内容：�オリジナルの時間割りボードを作

ります。
■対象：�市内の小学生
■定員：�先着８人
■材料費：200円
■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：３月15日（木）９時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ
申込み

■第１次試験：５月13日（日）
■試験会�場：立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス
■採用予定人員：�男性Ａ　30人程度� �

女性Ａ　10人程度
■対象：�昭和63年４月２日以降に生まれ

た男女で、四年制大学を卒業ま
たは平成31年３月31日までに卒
業見込みの方

■受付期間：４月20日（金）まで
　詳しくは、滋賀県警察のホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/police/
saiyou/をご確認ください。
　　　滋賀県警察本部  
　　　フリーダイヤル 0120-2

フレッシュ サイヨー

04-314
問合せ

第１回滋賀県警察官
（Ａ・大卒程度）採用試験

募集

■日時：�土曜教室　�４月７日（土）～� �
前期12回・後期12回

　　　　月曜教室　�４月２日（月）～� �
前期12回・後期12回

■場所：（土�曜教室）� �
水口中央公民館 鹿深ホール��
19時30分～21時30分

　　　　（月�曜教室）� �
自主活動センターきずな� �
14時～ 16時

■料金：�各期 4,800円　
※�開催日・内容など詳細は下記まで問い
合せください。

　　　  甲賀市国際交流協会  
TEL / FAX 63-8728

問合せ
申込み

外国人のための
日本語教室

募集

　ニンニン忍者キャンプなどの自然体験活
動・公民館講座に参加する子どもたちの
青年リーダーを募集します。
■対象：�市の事業に参加できる高校生以

上で概ね30歳までの方
■活動内容：� �
　　　　・�キャンプのサポート（野外調理

やクラフトなどの指導支援）
　　　　・�地域で行われる青少年活動の

サポート
　　　　・�事前に研修会あり

青少年活動青年リーダー 募集

甲賀市道路整備基本計画（案）
　本市では、変化する道路・交通の諸課
題への対応を図るため、平成24年に策定
した「甲賀市道路整備基本計画」の見直し
を実施しました。
■�意見募集期間：� �
３月30日（金）～４月28日（土）
■�意見を提出できる方：� �
パブリック・コメント手続きの対象となる
政策等に関し、意見等を提出する意思
を有する個人および法人、その他の団体
■�意見の提出方法：� �
意見書に住所、氏名、電話番号（市外
在住で市内勤務の方は勤務先、市内在
学の方は学校名）、意見のあるページ番
号などを明記のうえ、各閲覧場所へ持
参していただくか、郵便、ＦＡＸ、Ｅメー
ルで提出してください。
■�公表の方法：� �
建設事業課、旧支所である土山、甲賀
大原、甲南第一、信楽地域市民センター
での閲覧ならびに市ホームページ、あ
いコムこうかポータルシステムへの掲載
（閲覧は、開庁日の８時30分～ 17時
15分のみ可能）
■�意見の取り扱い：� �
提出いただいたご意見等は、住所、氏
名など個人情報を除き、回答とあわせ
て市ホームページで公表します。なお、
ご意見等を提出された方への個別の回
答はしません。

　　　建設事業課 建設第１係  
　　　〒528-8502  
 　　   水口町水口6053番地  
 　　   TEL 69-2210　 FAX 63-4601  
 　　   Ｅメール  
 　　   koka10404000@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

皆さんのご意見を募集します
（パブリック・コメント）

募集

「平成３０年度 
健診（検診）カレンダー」
発行

お知らせ

　平成30年度の乳幼児健診、がん検診の
日程等について、掲載していますので、ぜ
ひご活用ください。

■配布時期：３月中旬から下旬

■配布方�法：区・自治会を通じて各世帯
に配布

※�区・自治会に加入されていない方は、市
役所・各地域市民センター・保健セン
ターに置いていますので、ご利用ください。

　　　 �すこやか支援課   
全世代包括支援係  
TEL 69-2167　 FAX 63-4085

問合せ

老後の安心に
国民年金基金加入を

お知らせ

　国民年金基金とは、基礎年金に上乗せ
する自営業者等、国民年金第１号被保険
者のための公的な年金制度です。� �
　掛金は、全額社会保険料控除の対象と
なり、所得税や住民税が軽減されます。� �
　詳細は下記まで。

　　　 �滋賀県国民年金基金  
フリーダイヤル 0120-65-4192  
または、TEL 077-566-6633まで

問合せ

内容 日時 定員 受講費
パワーヨガ教室 ４月17日～６月12日の毎週火曜　全９回　

19時～ 20時30分 先着20人 900円

初級英会話教室 ４月18日～６月27日（５月２日は除く）の
毎週水曜　全10回　19時～ 21時 先着10人 1,000円

脂肪燃焼・キレイな
姿勢で疲労回復教室

４月25日～７月４日（５月２日、６月６日を除く）
毎週水曜　全９回　19時30分～ 21時 先着20人 900円

料理教室 ５月10日、５月24日、６月７日、６月14日、
６月28日の木曜　全５回　19時～ 21時 先着16人 4,850円

（材料費込）

パン・お菓子教室 4月24日、5月８日、5月22日、6月5日、6月19日、
７月３日の火曜　全６回　18時30分～ 21時 先着10人 6,600円

（材料費込）
プリザーブド
フラワー教室

４月27日、５月25日、６月29日の木曜　全３回
19時～ 21時 先着10人 9,300円

（材料費込）
着物・ゆかたの

着付教室
４月18日、４月25日、５月９日、６月13日の
水曜　全４回　19時～ 20時30分 先着10人 400円

サントピア　勤労青少年ホーム　春の教室受講生 募集

■対象：�市内に在住または在勤されており、平成30年４月１日現在で15歳以上45歳 
未満の勤労青少年（中高生および大学生は除く）

■申込期�間：３月15日（木）～４月６日（金）祝日を除く９時～ 19時� �
（�※４月６日(金）は17時まで　※�土、日曜の施設開放日は受付可）

■申込場�所：サントピア水口 勤労青少年ホーム窓口（電話・代理での申し込み不可）
※�申し込みに必要なもの　本人を確認できるもの（運転免許証等）

　　　 勤労青少年ホーム　TEL 63-2952　 FAX 63-6788問合せ
申込み

■その他�：交通費支給（上限あり）、若干
の謝金あり

■申込方法：電話で下記まで
■申込締切：４月27日（金）
　　　  青少年自然活動支援センター  

（社会教育課内）  
TEL 69-2248　  
FAX 69-2293

問合せ
申込み

「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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４月４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（７月分）のお知らせ　
　●野球場（市民スタジアム）…7月14日（土）・7月16日（月・祝）
　●多目的グラウンド…7月14日（土）・7月22日（日）
　●締切日…4月24日（火）
　●抽選日…4月29日（日・祝）

●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

1（日） 9:00 ～
15:00

甲賀市シニア野球リーグ開幕戦
【シニア】

7（土） 9:00 ～
17:00

BCリーグ公式戦
（滋賀vs石川）【プロ野球独立リーグ】

8（日） 9:00 ～
17:00

BCリーグ公式戦
（滋賀vs福島）【プロ野球独立リーグ】

15（日） 9:00 ～
17:00

BCリーグ公式戦
（滋賀vs武蔵）【プロ野球独立リーグ】

21（土）・
23（月）

8:30 ～
17:00

京滋大学野球春季リーグ戦
【大学生】

28（土） 8:30 ～
18:00

国民体育大会滋賀県予選
【一般】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

1（日） 8:30 ～
17:00

甲賀市Ｕ－12リーグ8人制サッカー
【小学生】

4（水）・5（木）
・6（金）

9:00 ～
17:00

クラブユース選手権U－15滋賀県大会
【中学生】

8（日）・15（日）
・28（土）

9:00 ～
17:00

クラブユース選手権U－15滋賀県大会
【中学生】

7（土）
（10（火））

8:30 ～
16:00

第20回甲賀市ふれあいグラウンドゴルフ大会
（予備日）【成人】

21（土）・
29（日・祝）

9:00 ～
17:00

高円宮杯U-18サッカーリーグ滋賀2018
【高校生】

22（日）
（24（火））

8:30 ～
16:00

第11回体協会長杯争奪グラウンドゴルフ大会
（予備日）【成人】

30（月） 9:00 ～
17:00 関西女子サッカーリーグ【関西女子】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

28（土） 9:00 ～
17:00

第53回関西サッカーリーグ
【関西リーグ加盟団体】

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：�無料
■申込み：�申込不要（定員あり）

①サクラと春の花しらべ
　（自然観察会）
　4月15日（日）10:00〜 12:00
②しぜんさんぽ（自然散歩）
　4月7日（土）14:00〜 15:00

4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

No.306 No.306平成30年３月15日 平成30年３月15日




