
「広報こうか」が、ホームページ・フェイスブックでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

　市内の保育園・幼稚園・認定こ
ども園で働きたい方を対象に各園
を巡り、園の様子、採用情報など
を紹介します。▲

日時　6月18日（火）  
9時〜15時30分▲

場所　市内保育園・幼稚園・
認定こども園（6カ園）▲

対象　学生（大学・短期大学・
専門学校）、潜在保育士、幼稚
園教諭、一般就職希望者など▲

定員　先着20人
※参加費無料

保育幼稚園課�指導振興係�
☎69-2181� Fax�69-2298

問合せ
申込み

市内保育園・幼稚園等
施設見学ツアー 募  集

▲

日時　  
事前学習  7月6日（土）、27日（土） 
宿泊体験   8月8日（木）〜10日（土） 

（２泊３日）
保護者説明会  7月６日（土）

　※ 保護者の方は必ずご参加くだ
さい。▲

場所　甲南青少年研修センターお
よび水口スポーツの森キャンプ場▲

対象　小学校4年生〜中学校3年
生（上記日程全てに参加できる方）▲

定員　20人▲

参加費　8,000円▲

申込方法　公民館等に設置、学
校を通じて配付するチラシに必
要事項を記入のうえ下記まで▲

申込締切　6月20日（木）
青少年自然活動支援センター
（社会教育スポーツ課内）�
☎69-2248� Fax�69-2293�
甲南青少年研修センター
☎86-8151� Fax�70-3366

問合せ
申込み

ニンニン忍者
夏キャンプ
参加者 募  集

　市職員が地域に出向き、市政の
現状をわかりやすく伝えます。94
項目のメニューを用意しています
ので、ご活用ください。▲

対象　市内に在住・在勤・在
学でおおむね10人以上で構成
する団体・グループ▲

開催日　年末年始を除く９時〜
21時の間。１講座60分以内。▲

場所　申込者で準備してください。▲

費用　原則無料（教材費等がか
かる場合もあります。）▲

申込方法　所定の申込書に必要
事項を記入し、開催希望日の１
カ月前までに下記まで。申込書は、
下記または市ホームページから
もダウンロードしていただけます。
秘書広報課�広報広聴係�
☎69-2101� Fax�63-4619

問合せ
申込み

甲賀市まちづくり
出前講座 お知らせ

　軽減税率制度は、飲食料品等
の軽減税率対象品目を取り扱う事
業者の方だけでなく、全ての事業
者の方に関係のある制度です。▲

日時　6月7日（金）・19日（水）  
①10時〜11時 ②14時〜15時 
両日とも２回開催

消費税軽減税率
制度説明会 お知らせ

　修学の意欲がありながら経済的
理由により高等学校等への修学が
困難な方に対して奨学資金を給付
しています。▲

対象　次の①から③のすべてに
該当する方  
①  滋賀県奨学資金、日本学生

支援機構奨学金、またはこれ
らに準ずる奨学金の貸与を受
けている方

　②  ①の奨学金の貸与を受けた日
より前1年以上引き続いて、保護
者が市内に住所を有している方

　③  生活保護法に基づく被保護
世帯またはそれに準ずる世帯
に属する方▲

給付額� �
・ 高等学校、特別支援学校（高

等部）等…月額5,000円
　・ 大学（大学院を除く）等…  

月額15,000円▲

申請期間  
6月10日（月）〜7月31日（水）

※申請書類等、詳しくは、下記まで
学校教育課�学務係�
☎69-2243� Fax�69-2293

問合せ
申込み

奨学資金給付制度
お知らせ

　各庁舎入り口またはコンビニエン
スストアに設置している証明書交付
機での令和元年度（平成30年分）所
得証明書、課税（非課税）証明書の交
付は、6月11日（火）から開始します。
　また、市民課および各地域市民
センター窓口での交付は、以下の
とおりです。
※ 土 山、 甲賀 大 原、 甲南 第 一、

信楽以外の各地域市民センター
については後日郵送による交付
となります。
特別徴収（給与からの引き去り）の方��

５月８日（水）〜
普通徴収（給与からの引き去り以外）の方��

６月７日（金）〜
税務課�市民税係�
☎69-2128� Fax�63-4574

問合せ

証明書交付機での令和元年
度所得証明書、課税証明書
の交付は、６月11日から開始 お知らせ

　市民の皆さんのご意見を、今後
のまちづくりに生かすため、市長
と市政について語り合う団体を募
集します。▲

対象団体　市内在住・在職・
在学のおおむね5人以上15人
以下の参加が見込まれる団体

（営 利目的、 宗 教・ 思 想・ 政
治活動等の目的で開催しようと
する団体は除く）▲

場所　原則、市内の会場。会
場の予約や準備は開催団体が
行ってください。▲

テーマ　市政に関することで、
市長と直接話し合いたいテーマ
を団体でお決めください。▲

申込　開催希望申込書に所定

市長と語ろう！
市民の声でつくる
「甲賀のまちづくり」座談会 募  集

の事項を記入し、開催を希望す
る月の前月10日まで（土・日・
祝日の場合は前開庁日まで）に、
持参、郵送、FAXまたはEメー
ルで下記まで

※ 審査後、決定または非決定の通
知を送付します。

※ 申込書は、市ホームページから
ダウンロードまたは各地域市民
センターに設置
秘書広報課�広報広聴係�
〒528-8502�� �
水口町水口6053番地
�koka10040200@city.
koka.lg.jp
☎69-2101� Fax�63-4619

問合せ
申込み

　公民館では次の講座・教室の受講生を募集します。身近な場所で生
涯学習をはじめませんか。      ▲

受付時間　火曜日〜土曜日（祝日除く）８時30分〜17時15分
講座・
教室名 日　時 開催場所・

申込先 対象・定員 受講料 申込締切

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

(天体観望会）
「春の大曲線を  
探そう！」

６月８日（土）
19時30分

～
21時30分

かふか
生涯学習館

（天体観測室）

対象）
どなたでも
定員）
先着20人

無料 6月7日（金）
17時まで

プララ
天体観望会

「水星を見てみよう」

6月22日（土）
19時

～
20時30分

忍の里プララ
（甲南公民館）

対象）
どなたでも
定員）
先着30人

無料 6月22日(土)
17時まで

かふか生涯学習館　☎88-4100　Fax�88-5055
忍の里プララ（甲南公民館）　☎86-3036　Fax�86-8119

日　時 対象 受講料 その他

夢の学習
毎週

土曜日
午前

市内在住の方
（会員登録必要） 無料

ニュースポーツや料理、囲碁・
将棋など他にも多くの講座があ
ります。詳しくはチラシやホー
ムページをご覧ください。

地域で創る土曜日 夢の学習（月、火曜日休）�※参加申込が必要です��
☎70-2349　Fax�70-3180

問合せ
申込み

問合せ
申込み

甲賀市公民館講座
募  集

▲

場所　水口税務署2階大会議室  
（水口町水口5587-3）▲

申込方法　前日までに下記まで
水口税務署�法人課税第1部門�
☎62-0426

問合せ
申込み

　民間の賃貸住宅入居者で市営
住宅入居基準等を満たす方を対象
とします。▲

募集期間 6月3日（月）〜14日（金）▲

募集件数　10件※応募者多数
の場合は抽選▲

申込方法　募集案内や申込書
は、6月3日から下記で配付しま
す。詳細は、市ホームページまで
住宅建築課�公営住宅係�
☎69-2212� Fax�63-4601

問合せ
申込み

家賃を最大２万円
補助します 募  集

　自然体験活動・野外調理など子
どもと楽しめる内容を紹介します。▲

日時　6月16日（日）  
9時30分〜16時▲

場所　甲南青少年研修センター▲

対象　青少年活動団体・子ども
会の指導者など▲

定員　20人▲

参加費　500円▲

持ち物　筆記用具、飲み物、タ
オル、帽子、軍手、米１合

青少年自然体験活動� �
指導者等研修会参加者
～甲賀流�子どもと楽しむ術～ 募  集

▲

申込方法　申込書を直接または
FAXで下記まで▲

申込締切　6月12日（水）
青少年自然活動支援センター
（社会教育スポーツ課内）�
☎69-2248� Fax�69-2293�
甲南青少年研修センター
☎86-8151� Fax�70-3366

問合せ
申込み
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