
　子育て世代の皆さんの知りたい
情報を発信しています。おでかけ
情報やイベント情報は年齢別に検
索できます。LINE＠やメルマガも
配信中。ネットで、まちで、つながる
子育てを応援します。

　登録していただいたメールアドレスに子育
て支援情報を週に１回程度配信しています。

kokaksdt@star7.jpに空メー
ルを送信。または、上記二次
元コードから。

子育て情報はこちらから
甲賀流子育て応援サイト
ここまあちねっと

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

配信
登録

「甲賀子育て
応援メール」配信中!

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

　毎週火曜日は市役所市民課
で、戸籍・住民票・税証明な
どの証明書発行、印鑑登録等を
19時まで行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けでき
ない業務がありますので、対応でき
る内容については下記までお問い合
わせください。

　マイナンバーカードで各種証
明書がコンビニで取得できま
す。（取得できる証明書は下記
までご確認ください）

7月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)
2日、9日、16日、23日、30日です。

マイナちゃんからの
お知らせ

市民課 
☎69-2138 Fax 65-6338

問合せ

●固定資産税（２期）
●国民健康保険税（４期）
●利用者負担額（保育料）
●利用者負担額（幼稚園使用料）
●介護保険料（４期） ●後期高齢者医療保険料
●公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料

納期限は7月31日(水)です。

納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の
納税 

「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

　市役所の業務で使用する共用封筒に掲載する広告を募集します。▲

募集期間　7月10日（水）まで▲

広告概要　

※ 広告は、甲賀市広告掲載要項等にのっとったもので、市の施策の推進
を妨げないものとします。

※詳細は市ホームページまたは下記まで

管財課 財産管理係　☎69-2126　Fax 63-4561

封筒規格 長形３号 角形２号
広告枠数／枚 ２枠 ４枠
広告枠の規格 縦5.0cm×横9.0cm 縦12.0cm×横9.5cm
予定数量 80,000枚（参考） 40,000枚（参考）
広告料／枠 68,000円（参考） 30,000円（参考）
刷り色 １色 １色
封筒材質 スカイ（古紙配合） スカイ（古紙配合）
掲載位置 封筒裏面 封筒裏面

問合せ
申込み

甲賀市共用封筒の広告
募  集

　58歳以上の県内在住者を対象
に、就業機会拡大のための講習会
受講者を募集します。▲

日時　7月30日（火）、8月20日（火）、
9月17日（火）、10月30日（水）、
11月26日（火）、12月13日（金） 
10時〜15時▲

場所　エイスクエアSARA北館
（草津市）▲

定員　40人▲

申込締切　7月19日（金）
※参加費無料

滋賀県 シルバー人材センター連合会 
☎077-525-4128

問合せ
申込み

滋賀県シルバー人材� �
センター連合会
「ガーデニングスタッフ技能講習」 募  集

▲

日時　11月3日（日・祝）▲

場所　日本陸連公認　あいの
土山マラソンコース▲

種目　マラソン・ハーフマラソン 
いずれも登録男女・一般男女▲

対象　平成13年4月1日以前の
出生者（高校生、車いすでの参
加はできません）▲

定員　先着4,200人▲

参加費　5,000円▲

申込期間　  
【郵便振込】  
7月16日（火）〜8月9日（金）

　【RUNTES】　  
7月16日（火）〜8月31日（土）

大会事務局  
（土山体育館内・月曜休館） 
☎66-0091 Fax 66-1091 
http://www.ac-koka.jp/
marathon/
社会教育スポーツ課 スポーツ係
☎69-2249 Fax 69-2293

問合せ
申込み

2019
あいの土山マラソン
出場者 募  集

　戦没者および戦災死没者に対し
て追悼の誠をささげるとともに、恒
久平和を祈念するため、県民参加
のもと平和祈念滋賀県戦没者追悼
式を開催します。▲

日時　8月31日（土）  
10時から約１時間30分▲

場所　滋賀県立体育館  
（大津市におの浜4-2-12）

平和祈念
滋賀県戦没者追悼式
参列者 募  集

　講座を受講し、市の子育てに
関する各事業でご活躍いただくス
タッフを募集しています。詳細は、
地域市民センター、公民館、図書
館などに設置しているチラシをご
覧ください。▲

日時　【第１回】7月19日（金）  
「乳幼児の育ちについて」

　【第２回】7月31日（水）  
「絵本との出会いについて」

　【第３回】8月7日（水）  
「子どもの安全について」  
各回とも10時〜12時 ▲

場所　【第１回・第３回】市役所別館
会議室　【第２回】甲南図書交流館▲

申込締切　7月12日（金）▲

備考
※参加費無料
※２回以上の参加が必要です。
※受講後は託児サポーター・まかせ

て会員のいずれにも登録できます。
※ 《基礎編》受講後、託児サポーターは 
《実践編》を受講していただきます。

託児サポーターについて
子育て政策課 子育て政策係 
☎69-2176 Fax 69-2298
甲賀市社会福祉協議会   
まかせて会員について  
甲賀市ファミリーサポートセンター  
☎76-3350 Fax 63-2021

問合せ
申込み

子育てサポーター養成講座
《基礎編》・ブックスタート
サポーター養成講座受講者 募  集

１．自衛官の募集
募集種目 受験資格 受付期間 試験日 採用後の処遇

自衛官
候補生

（任期制）18歳以上
33歳未満

（令和2年
4月現在）

９月11日
（水）まで

９月18日（水）
・28日（土）・29日（日）

特別職国家公務員任期
制隊員コース
俸給　 月額133,500円  

（自衛官候補生）  
月額169,900円  

（２士任官後）

一般曹
候補生

９月６日
（金）まで

１次　 ９月20日（金）  
・21日（土）

２次　 10月12日（土）  
・13日（日）

特別職国家公務員
中核である曹を養成する
コース
俸給　月額169,900円

航空学生

高卒（見込み
含 む）または
高専３年次修
了者（見込含）
18歳以上
海上：  
23歳未満
航空：  
21歳未満

１次　 ９月16日  
（月・祝）

２次　 10月15日（火） 
〜20日（日）

３次　 11月16日（土） 
〜12月19日（木）

特別職国家公務員
パイロット等を養成する
コース
俸給　月額169,900円

２．受験説明会の実施
名　称 期　日 場　所 備　考

陸海空自衛隊
受験説明会

毎日
(土日祝は相談)

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　☎077-563-8205 
ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/shiga/

問合せ
申込み

自衛官の募集
募  集

　今年の「第24回 信楽セラミック・アート・マーケット in 陶芸の森」
は、当初例年同様10月の開催を予定しておりましたが、9月21日(土)
～23日(月・祝)に開催します。
　陶器まつりの開催は、当初予定どおり10月12日(土) 〜14日(月・
祝)です。

公益財団法人滋賀県陶芸の森　☎83-0909　Fax 83-1193問合せ

セラミック・アート・マーケット2019
開催日程の変更 お知らせ

　弁護士・司法書士・社会福祉士・社
会保険労務士・行政などの専門職に
よる、時間無制限の無料相談会です。▲

日時　7月27日（土）  
13時30分〜16時30分▲

場所　市役所 別館

高齢者・障がい者 なんでも相談会
お知らせ　少年センターでは子どもたちの

交友関係をはじめ、不登校・学
業・いじめ・就労などの悩みにつ
いて広く相談を受けています。
　困ったときは、ひとりで悩まず
気軽にご相談ください。

社会教育スポーツ課 少年センター 
☎62-6010 Fax 63-3977

問合せ

７月は
「青少年の非行・被害
防止強調月間」 お知らせ

▲

定員　100人
※応募多数の場合は抽選▲

申込方法　ハガキ・FAX・Eメー
ルで郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号を記入のうえ、下記まで▲

申込締切 7月26日（金）消印有効
滋賀県庁健康福祉政策課  
〒520-8577（住所不要） 
☎ 077-528-3514
Fax 077-528-4850

 ea00@pref.shiga.lg.jp

問合せ
申込み

▲

受付場所　別館1階喫茶前
※参加費無料・予約不要
※手話通訳が必要な方は事前に下記まで

甲賀・湖南成年後見センター  
ぱんじー 
☎86-6161 Fax 86-6199

問合せ

▲

日時　7月25日（木）・26日（金） 
9時30分 〜16時30分（25日は
9時15分〜）※原則2日間受講
可能な方に限ります。▲

場所　市役所 別館202・203▲

定員　先着30人▲

申込　所定の申込用紙（長寿福
祉課で配布・市ホームページか

甲賀市介護サービス
担い手養成研修受講者 募  集

らダウンロード可）に必要事項を
記入のうえ、FAX・郵送・持参で
下記まで▲

申込締切　7月16日（火）（郵送の
場合は当日必着）

長寿福祉課 介護保険係 
☎69-2165 Fax 63-4085

問合せ
申込み

 [No.334] 2019. ７. １  [No.334] 2019. ７. １23 22


