
「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

　外出支援ボランティアの第一歩
を踏み出しやすくするため、住民同
士の助けあいによる外出支援を行う
際の必要な知識や技術を学びます。▲

日時　9月29日（日）  
13時30分〜16時▲

場所　かふか生涯学習館▲

内容　NPO法人全国移動ネット 
副理事長 柿

か き

久
く

保
ぼ

浩
こ う

次
じ

氏による
講演ほか▲

対象　受講後、外出支援ボラ
ンティアの活動が可能な市内在
住・在勤の方▲

定員　60人▲

申込締切　9月20日（金）
甲賀市社会福祉協議会�� �
地域活動支援課�
☎76-3287� Fax�63-2021

問合せ
申込み

外出支援ボランティア
養成講座　受講者 募  集

　「あいの土山マラソン」スタッフと 
して選手を応援してみませんか。
参加者にはスタッフキャップをプレ
ゼントします。▲

日時　11月3日（日・祝）
• 受付スタッフ
　7時30分〜11時
•ゴールスタッフ
　11時30分〜15時30分
•給水スタッフ（フル）
　10時〜16時
•給水スタッフ（ハーフ）
　10時〜13時30分▲

場所　あいの土山マラソンコース▲

対象　①、②とも該当する方
①中学生以上の方
※ 中学生の方は保護者の同意書

が必要となります。
② スタッフ説明会とマラソン大会

当日に参加できる方
スタッフ説明会10月19日（土）13時〜14時
※申込方法等、詳細は公式ホーム

ページまたは下記まで
http://ac-koka.jp/marathon/staff/

あいの土山マラソン事務局�
☎66-0091� Fax�66-1091

問合せ
申込み

第３３回
あいの土山マラソン
ボランティアスタッフ 募  集

▲

日時　10月26日（土）、11月10日
（日）・23日（土・祝）・30日（土）

※家庭的保育室見学（２日間）▲

場所　市役所▲

対象　家庭的保育者・家庭的
保育補助者や小規模保育従事
者として従事していただける方  

家庭的保育者等
基礎研修
参加者 募  集

　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　9月12日（木）  
①10時〜11時 ②14時〜15時▲

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

消費税軽減税率制度
説明会 お知らせ

　あなたやあなたの周りの人で次
の３つの「い」に当てはまる人はい
ませんか。もしかしたら、それは
心とからだの「SOS」のサインで「う
つ」かもしれません。

９月１０日～１６日は、
自殺予防週間 お知らせ

　空き家住宅等の除却工事にかか
る費用の一部を補助します。▲

対象建物
•  空き家住宅等の除却後の土地

をポケットパークなど地域活
性化のために利用されるもの

•  不良住宅（住める状態ではない住
宅）で市が評定した基準に合うもの▲

対象者
　対象建物の所有者等で除却工事

を令和２年２月28日までに完了
する見込みのある方▲

申込方法　次の書類を持参また
は郵送で下記まで
１  空き家住宅等除却補助候補

者申込書
２ 位置図
３  除却予定の建物の現況写真  

（１は市ホームページおよび
住宅建築課にあります。）▲

申込締切　9月20日（金）17時必着▲

補助予定件数　１件
※予定件数を超えた場合は、抽選会

を9月30日（月）14時から行います。
※詳細は下記まで

住宅建築課�空家対策室�
☎69-2214� Fax�63-4601

問合せ
申込み

空き家住宅等
除却補助 お知らせ

１．地場産品技能講習
　県内の特産品について学びます。▲

日時　9月18日（水）〜30日（月）
10時〜16時（土日・祝日を除く）▲

場所　シルバー連合会事務所
（大津市）他▲

定員　15人▲

申込締切　9月9日（月）

２．ガイドヘルパー講習
　視覚障がい者の外出支援の技術
を学び資格取得をめざします。▲

日時　10月３日（木）・９日（水）・
10日（木）・11日（金）・16日（水）・
17日（木）・18日（金）・23日（水）・
25日（金）・31日（木）・11月14日

（木）９時〜16時▲

場所　シルバー連合会事務所
（大津市）▲

定員　20人▲

申込締切　９月20日（金）

３．遺跡発掘技能講習
　遺跡発掘に必要な知識と技能を
学びます。▲

日時　10月８日（火）・９日（水）・
10日（木）・16日（水）・17日（木）・
18日（金）13時〜17時▲

場所　滋賀県立安土城考古学
博物館（近江八幡市）他▲

定員　20人▲

申込締切　9月27日（金）
※すべて参加費無料

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
シニア対象「講習会」 募  集

１．眠れない
２．食べられない
３．疲れやすい

※ 中でも２週間以上続く不眠は、
専門医の診察をお勧めします。

　うつ病は治せる病気です。「もし
かして」と思うようであれば、迷わ
ず専門機関を受診しましょう。

すこやか支援課�健康増進係�
☎69-2168� Fax�63-4085

問合せ

ヨガ教室▲

日時　10月17日・24日、11月
7日・14日・21日（木）　全5回  
19時30分〜21時▲

定員　先着20人▲

受講費　500円
初級英会話教室▲

日時　10月9日・16日・23日・
30日、11月13日（水）　全5回  
19時〜21時▲

定員　先着10人▲

受講費　500円
脂肪燃焼・キレイな姿勢で� �
疲労回復教室▲

日時　10月9日・23日・30日、
11月6日・13日（水）　全5回  
19時30分〜21時▲

定員　先着20人▲

受講費　500円
料理教室▲

日時　10月17日・31日、11月14 
日・21日、12月5日（木）　全5回  
19時〜21時▲

定員　先着16人▲

受講費　5,000円（材料費込）
パン・お菓子教室▲

日時　10月8日・29日、11月12
日・26日、12月3日（火）　全5回  
18時30分〜21時▲

定員　先着10人▲

受講費　5,500円（材料費込）
初心者バドミントン教室▲

日時　10月18日・25日、11月
1日・8日・15日（金）　全5回  
19時〜21時▲

定員　先着10人▲

受講費　500円

全教室共通▲

対象　市内在住・在勤の、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

サントピア　
勤労青少年ホーム
秋の教室�受講生 募  集

　び大学生は除く）▲

受付期間　9月9日（月）〜20日(金) 
（土日・祝日を除く9時〜20時）▲

申込方法　直接下記まで（電
話・代理での申込不可）

※詳細は下記または市ホーム
ページまで

勤労青少年ホーム�
☎63-2952� Fax�63-6788

問合せ
申込み

　障がいのある方を対象とした甲
賀市・湖南市内の企業・事業所と
の合同就職面接会へ出展を希望さ
れる企業・事業所を募集します。▲

対象　市内に就業場所を有し、障
がい者雇用を予定の企業・事業所▲

申込方法　郵送・FAXで下記ま
で（先着10社）▲

申込締切　9月13日（金）まで

甲賀市・湖南市　
障がい者合同就職面接会▲

日時　11月7日（木）  
13時30分〜16時（受付13時〜）▲

場所　サンヒルズ甲西  
（湖南市西峰町１―１）

商工労政課�商工労政係�
☎69-2188� Fax�63-4087

問合せ
申込み

甲賀市・湖南市
障がい者合同就職面接会
出展企業・事業所 募  集

　子育ての主役は親ですが、親や
孫のよき理解者としてほどよい距
離を保ちながら、子育てとは別の
立場でできる援助の方法や、祖父
母だからこそできる関わり方を一
緒に考えてみませんか。▲

日時
第１回　9月20日（金）
　「今どきの子育て」

いきいき孫育て講座
受講者 募  集

保育士資格の有無を問いません。▲

定員　20人▲

参加費　無料  ただしテキスト代
2,400円＋税は個人負担▲

申込締切　9月30日（月）
保育幼稚園課�指導振興係�
☎69-2181� Fax�69-2298

問合せ
申込み

第２回　10月18日（金）
　「乳幼児期の孫とのかかわり」
第３回　11月15日（金）
　「学齢期の孫とのかかわり」　

すべて9時30分〜11時15分▲

場所　市役所　別館2階  
会議室203▲

定員　各回とも先着30人
※連続でも単回でも受講可能です。
※要申込

子育て政策課�子育て政策係�
☎69-2176� Fax�69-2298

問合せ
申込み
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