
　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。

　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！こうか子育て応援サイト
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。）

2月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)
4日、18日、25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（４期）
●国民健康保険税（11期）
●利用者負担額（保育料、幼稚園・保育園給食費）
●介護保険料（11期）
●後期高齢者医療保険料
●水道料金

納期限は3月2日（月）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 

子育て政策課�子育て政策係�
☎69-2176� Fax�69-2298

問合せ

「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

誰も排除されない地域社会をめざして

もっとゆたかに　〜人権保障のとりくみ〜

少年センター　☎62-6010　Fax�63-3977
人権推進課�人権教育室　☎69-2150　Fax�63-4554

問合せ

市は青少年の非行防止、健全育成および犯罪等の被害防止を目
的に、「少年センター」を設置しています。
少年センターでは、主に次のような活動をしています。
・青少年の不登校、交友関係、就労、就学等についての悩み相談・支援
・薬物乱用防止、誘拐防止、万引き防止等の教室
・子ども・若者の成長を見守る活動
・青少年の非行を未然に防ぐため、愛の声かけ等による街頭補導活動
　（少年補導委員や警察署とも連携）
・有害図書等の調査による環境浄化活動
青少年が成長する上で、話を聴き、思いを受けとめる大人の存在

は欠かせません。市では、一人ひとりが自分も周りも大切にできる地
域社会づくりをめざし、青少年を見守っています。

もの作りで認知症予防
〜気軽に創作活動を体験してみま
せんか〜▲

日時　３月11日（水）14時～15時▲

場所　みなくち診療所▲

定員　20人程度� �
（定員になり次第締切）▲

申込方法� 電話で下記まで（要予約）
※参加費無料

みなくち診療所�
☎62-3346� Fax�63-1728

問合せ
申込み

水口医療介護センター
「健康教室」 催　し

▲

日時　３月１日（日）�� �
15時開演（14時20分開場）▲

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）
※３歳から入場可▲

プログラム　オッフェンバック：
オペレッタ「天国と地獄」序曲、�
ラロ：スペイン交響曲、チャイコ
フスキー：交響曲第６番「悲愴」
あいこうか市民ホール（月曜休館）�
☎62-2626� Fax�62-2625

問合せ
申込み

びわこの風オーケストラ
定期演奏会 催　し

　外国人のための日本語教室で活
動する「日本語ボランティア」。日
本語で教える方法や、外国語とし
ての日本語を学びます。▲

日時　２月８日（土）、29日（土）、
３月７日（土）� �
午前の部10時～12時� �
午後の部13時30分～16時（全６回）▲

場所　市役所別館 203会議室▲

定員　30人▲

申込方法　電話・FAX・メール
で下記まで▲

受講料� 会員無料 ※当日入会可
※市や当会の日本語教室でボランティア
をされる方は必ず受講してください。
甲賀市国際交流協会事務局�
☎63-8728� Fax�70-6468
�mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

日本語で日本語を教える
日本語ボランティア養成
講座2019 受講生募集 募  集

農業委員▲

定数　19人▲

任期　７月20日～令和５年７月19日▲

要件　農業に関する識見を有
し、農地利用の最適化推進、農
業委員会の所掌事項に関する職
務を適正に行うことができる方▲

主な業務　農地法その他の法令
に基づく申請案件等の審議およ
び現地調査、農業者への情報
提供、農業者年金の加入促進、
その他農地利用最適化推進委員
と連携する業務等▲

委員報酬　月額37,000円� �
月額報酬のほか、業務に応じて
加算措置があります。

農地利用最適化推進委員▲

定数　45人▲

任期　７月20日以降に農業委員会
が委嘱した日～令和５年７月19日▲

要件　担当区域内(募集要項参
照)における農地利用の最適化
推進に熱意と識見を有し、業務
を適切に行うことができる方▲

主な業務　農地法に基づく申請
案件の現地調査・意見、担当区

農業委員・農地利用最適化推進委員の募集
募  集

域内の遊休農地等の現地調査、
その他農業委員と連携する業務等▲

委員報酬　月額22,000円　� �
月額報酬のほか、業務に応じて
加算措置があります。

・・・・・・共通事項・・・・・・▲

募集期間　� �
２月４日（火）～３月２日（月）▲

資格要件（すべての要件を満た
すこと。）� �
①�任期の開始日において、満
20歳以上であること。

　②甲賀市の職員でないこと。
　③�農業委員会等に関する法律に

規定する欠格者でないこと。
　④�暴力団もしくは暴力団員または

これらと密接な関係がないこと。▲

推薦・応募の方法　募集要項お
よび申込書は下記に備え付けて
いるほか、市のホームページか
らもダウンロードできます。詳し
くは、募集要項をご覧ください。
農業振興課�農業振興係
☎69-2193� Fax�63-4592
農業委員会事務局�農政係
☎69-2262� Fax�63-4592

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。�▲

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 場所・申込み 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

（定期天体観望会）
「カノープスを見
つけよう！」長寿
星のおはなし
金星や月、オリ
オン大星雲もみ
られるかも

2月8日（土）
19時～21時

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
2月7日(金)
17時まで

昔あそびやおり
がみで楽しもう

2月22日（土）
13時30分～
15時

土山中央
公民館

対象）市内
在住・在勤
・在学の方��
（小学生以上）
定員）先着
20人

無料
2月4日（火）
～19日（水）

土山中央公民館� � ☎・Fax�66-0158
かふか生涯学習館� ☎88-4100　Fax�88-5055

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

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18歳にな
る者を含む）

2月26日� �
（水）まで

３月８日（日）、11日（水）�
いずれか１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）

予備
自衛官補
（一般公募）

18歳以上� �
34歳未満

4月10日� �
（金）まで

4月18日（土）～22日（水）
の指定する１日

非常勤の特別職
国家公務員
教育訓練召集手当
� 日額7,900円

予備
自衛官補
（技能公募）

18歳以上で
国家免許資格
等を有する者
（資格により年
齢の上限あり）

受験説明会
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
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