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コーナー 7月 相談は無料ですので、お気軽にお越しください

人権なんでも相談 ＊
人権擁護委員が相談に応じます。　※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係　☎６２−１８２８　Ｆax６２−１７４８

開催日 時間 場所／備考
2日（月）

１3時30分
～

１６時

土山開発センター
4日（水） 甲賀大原地域市民センター
12日（木） 水口社会福祉センター
13日（金） 信楽地域市民センター
17日（火） 甲南公民館（忍の里プララ）

行政相談
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）
問  滋賀行政監視行政相談センター　☎077−523−1100

開催日 時間 場所
2日（月）

13時30分

～

１５時３０分

水口社会福祉センター
5日（木） 土山開発センター
12日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
18日（水） 信楽図書館
20日（金） 市民福祉活動センター（甲南）

男女の悩みごと相談
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）
問 申  人権推進課　人権政策係
☎６９−２１４８　Ｆax６３−４５５４

開催日 時間 場所
毎週月・水・金曜日
（祝日を除く） ９時～１６時 市役所　3階

人権推進課　相談室

こうか心配ごと相談（福祉に関する初期相談）＊
開催日当日受付、先着順　※予約不要
相談員 ● 民生委員・児童委員
問 甲賀市社会福祉協議会　☎62−8085　Ｆax63−2021

開催日 時間 場所

毎週月曜日
（祝日を除く）

13時30分

～

16時
水口社会福祉センター

法律相談 ＊
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）
相談員 ● 滋賀弁護士会所属の弁護士
問 申 甲賀市社会福祉協議会　☎62−8085　Ｆax63−2021

開催日 時間 場所
5・19日（木）

13時～16時
水口社会福祉センター

26日（木） 市民福祉活動センター（甲南）

結婚相談（婚活支援）
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
問 地域コミュニティ推進課　交流推進係　☎69−2114　Ｆax63−4554

開催日 時間 場所
7・21日（土） 13時～16時 市役所　別館

年金相談
相談員 ● 草津年金事務所職員　※要予約
問 申 草津年金事務所　☎077−567−1383（予約専用）
Ｆax077−562−9638（予約専用）

開催日 時間 場所
12日（木） 10時～15時 水口社会福祉センター 2階　中会議室

生活・仕事の相談（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に応じます。
※申込不要
対応者 ● 相談支援員・就労支援員
問 生活支援課　生活支援係　☎69−2158　Ｆax63−4085

開催日 時間 場所
毎週月～金曜日
（祝日を除く） ９時～17時 市役所

生活支援課　生活支援窓口

就労相談 ＊
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
問 商工労政課　商工労政係　☎69−2188　Ｆax63−4087

開催日 時間 場所
3・17・31日(火)

９時３０分

～

１１時３０分

土山地域市民センター
10・24日(火) 市役所　商工労政課

3・10・17・24・31日(火) かえで会館（甲南）
4・11・18・25日(水) 西教育集会所（信楽）
5・12・19・26日(木) 宇川会館（水口）
6・13・20・27日(金) 信楽地域市民センター

4・18日(水)
１３時３０分

～

１５時３０分

かふか生涯学習館（甲賀）

11・２5日（水） 甲南情報交流センター
（忍の里プララ）

5・12・19・26日(木) 清和会館（土山）
6・13・20・27日(金) 上野教育集会所（甲賀）

育ちと学びの相談 ＊ 場所
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歳以上の在園幼児、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。
問 申 発達支援課　発達支援係　☎６９−２１７９　Ｆax６９−２２９８（受付時間　９時～17時）

園や学校、市役所など

青少年悩みごと相談 ＊
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・年末年始を除く）の9時～16時、電話・Eメールでも相談に応じます。
問 少年センター（水口中央公民館別館２階）　☎62−6010　Ｆax63−3977　k-syonen@city.koka.lg.jp

税務相談 開催日 時間 場所

税理士が、税務相談に応じます。定員 / 先着６人（１人３０分）※要予約
問 申 公益社団法人水口納税協会　☎62−1151　Ｆax63−0173 11日（水） 13時30分～16時30分

（受付16時まで）
水口納税協会　３階
会議室

相談窓口　☎６９−２１４９

information＊印のある相談は、市内在住の方のみが対象です。

日時 ●７月１２日（木）、１９日（木）、２６
日（木）１０時～１１時

場所 ● 水口体育館
内容 ●ストレッチとちょっとした運動

で肩こりや腰痛を予防・解消
対象 ● 市内在住・在勤・在学のいず

れかに該当する18歳以上の方
定員 ● 先着１５人
講師 ● 市スポーツ指導員
参加費 ● 900円（保険料含む）
申込締切 ●７月５日（木）
申込 ● 水口体育館・甲南Ｂ＆Ｇ海洋

センター・信楽体育館・文化ス
ポーツ振興課

問 水口体育館　☎ Ｆax６２-９５８９

　手話通訳者をめざすため、手話
の基本文法を学び、相手の手話が
理解でき、手話で日常会話ができ
るよう学習する講座です。
　市の手話奉仕員養成講座を修了
された方等は、受講されてみては
いかがでしょうか。
期間 ●７月２５日～３１年２月２７日
　（盆および年始を除く毎週水曜日

１９時～２１時）
場所 ● 滋賀県立聴覚障害者センター
対象 ● 全課程を履修でき、①・②の

いずれかに該当する方
①手話奉仕員養成講座を修了された方

期間 ●８月７日（火）～１１日（土・祝）
　　　４泊５日
事前説明会 ●７月２１日（土）
※事前説明会は必ずご参加くださ

い。事前説明会参加がキャンプ
参加の条件となります。

場所 ● 滋賀県希望が丘文化公園野
外活動センター・青年の城

内容 ● 野外調理や自然遊びなど
対象 ● 小学４年生～中学３年生
定員 ●３０人
参加費 ●１２，０００円
申込締切 ●７月４日（水）
申込方法 ●６月中旬以降、公民館等

に設置、学校を通じて配付するチ
ラシに必要事項を記入して下記
まで

問 申 社会教育課　青年育成係
☎６９‐２２４８　Ｆax６９‐２２９３
または　甲南青少年研修センター
☎８６‐８１５１　Ｆax７０‐３３６６

②相手の簡単な手話が理解でき、
手話で簡単な会話ができる方。
または手話サークル等での活動
経験が概ね１年以上の方。

定員 ●２０人
受講料 ● 無料（ただしテキスト代税

込み３，２４０円が必要）
主催 ● 滋賀県・滋賀県立聴覚障害

者センター
申込締切 ●７月１０日（火）
※当日消印有効
※申込方法等、詳細は滋賀県立聴

覚障害者センターホームページ
をご覧いただくか、下記までお問
い合わせください。

問 滋賀県立聴覚障害者センター
☎０７７-５６１-６１１１　Ｆax０７７-５６５-６１０１

日時 ●８月３日（金）９時～16時
場所 ●くすり学習館
対象 ● 市内在住・在勤で、昨年受講

されていない方※自宅用のため、
売買目的の方はお断りします。

定員 ● 先着３０人
費用 ● 塩切り鮒代（メス）22,000円
（約５kg　２０尾前後）

申込方法 ● 電話で下記まで（６月18
日（月）９時30分受付開始）

問 申 甲賀市フナズシ愛好会
　 　担当：西田　☎８８-８０２０
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フナズシ漬け方講習会手話通訳者をめざす人の
ための入門講座

ニンニン忍者夏キャンプ
参加者

らくらくストレッチ教室
受講生
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問 水口中央公民館　　☎62-0488　Ｆax62-3338 ／ 土山中央公民館　☎Ｆax66-0158
　 かふか生涯学習館　☎88-4100　Ｆax88-5055 ／ 甲南公民館　　　☎86-3036　Ｆax86-8119
　 信楽中央公民館　　☎82-8075　Ｆax82-2463

公益財団法人滋賀県市町村振興協会

宝くじは、滋賀県内の売り場で！

今年の夏は2つのサマーくじ！

（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）
サマージャンボ7億円
サマージャンボミニ7千万円

（1等5千万円・前後賞各1千万円合わせて）

7/9（月）～8/3（金）
http://ss-sinko.jp/
http://ss-sinko.jp/i/

各1枚 300円7月9日●月 同時発売！

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

親子で学び楽しむ
かがく講座

葉脈（ようみゃく）
ストラップづくり

①7月21日（土）
②　  28日（土）
③8月25日（土）
14：30～16：30

場所）①信楽中央公民館
　　 ②甲南公民館
　　 ③土山中央公民館
申込）各公民館

3回
対象)市内小学生と
　　 保護者
定員)１５組（３０人）

受講料)１人２００円
持ち物)水筒・タオル

6月30日（土）
～7月13日（金）

甲賀市公民館講座
　公民館では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。内容については開催する公民
館へお問い合わせください。※受付時間：火曜日～土曜日（祝日除く）８時３０分～１７時１５分
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