
教　　室 

　日本武道館で開催予定の全国戦没
者追悼式に参列される遺族の方を募
集します。 
日　時■8月14日（月）～15日（火） 
対象者■戦没者（原爆、一般戦災死

没者を含む）の原則として
配偶者、子、父母、兄弟姉
妹（1柱1回限り）で1泊2日
の団体行動ができる方 

募集人数■20人（応募多数の場合抽選） 
参加費■5，000円程度 
募集期間■4月3日（月）～24日（月） 
※当日消印有効 
応募方法■はがきに①住所、氏名、

生年月日、性別、戦没者
との続柄、電話番号、②
戦没者の氏名、本籍都道
府県名を記入し、下記ま 

　　　　　加できます。 
（ただし過去に優勝され
た方は出場できません。） 

申込締切■5月12日（金）必着 
参加料■一般の部　2，500円 
　　　　　　　　　（先着200名） 
　　　　少年・少女の部　無料 
　　　　（中学生以下、先着30名） 

●問　あいの土山文化ホール 
　　��66ー1602　��66ー1603

　碧水ホール自主企画事業を通して、
舞台裏からもホールや企画を楽しみ、
文化芸術への理解を深めていただく
ものです。 
募集期間■4月7日（金）～22日（土） 
説明会■4月28日（金） 
　　　　　20：00～21：30 
参加資格■特にありませんが、活動

が夜間に及ぶことがある
ため、高校生までの学生
の方は参加できません。 

申込方法■碧水ホール配布の専用紙
　　　　　でお申込みください。 

●問 ●申　碧水ホール 
　　��63ー2006　��63ー0752 
ホームページ 　　　　　　　　　 
http://www.city.koka.shiga.jp/hekisuihall/

第13期  碧水ホール 
ボランティアスタッフ募集 

　私たちは、美しいこなん地域の森
林環境を未来に贈るために「こなん
の森・木の家ねっと」を設立し活動
しています。 
　近くの山の木で家を造ることは地
域の環境を元気にします。しかし、
近くの森林の現状は？こなん地域の
皆さんに森林の現状や木の良さを知っ
ていただき、森林の大切さや、木の
住まいについての学習を通して環境
を考え、一緒に学びましょう。 
開校日時■4月23日（日） 
　　　　　9：00～14：00 
集合場所■甲賀市役所駐車場 
内　容■ 
　・近くの山の見学ツアー 
　・近くの森の見学と森の現状の学習会 
参加費■500円 
持ち物■弁当、お茶、運動靴 

こなんの森大学 
参加者募集 

　８月１日から平成１９年３月３１日までのラ
イブが対象です。 
応募受付締切日■4月15日（土） 
　　　　　　　　17：00 
応募資格■ 
　（1）主催者または出演者に18歳以
　　　上の甲賀市民が1名以上いること。 
　（2）入場料が有料であること。 
採用数■3企画まで 
応募に必要な物■ 
　（1）専用の応募用紙 
　（2）企画書（形式自由） 
　（3）音源または映像資料 
　　（審査で視聴します） 

●問 ●申　碧水ホール 
　　��63ー2006　��63ー0752 
ホームページ 　　　　　　　　　 
http://www.city.koka.shiga.jp/hekisuihall/

第8期  碧水ホール 
ライブハウス化計画 
企画募集中 

全国戦没者追悼式 
参列者募集 

　２００６年度（５月開講）の教室生を募
集します。受講を希望される方は下
記へ直接お申し込みください。なお、
定員になり次第募集は締め切らせて
いただきます。 
※会場はいずれも信楽西教育集会所です。 
生花教室（峰風遠州流）　講師：平尾陞さん 
　定　員●20名 
　教室日●毎週木曜日　20：00～ 
　費　用●1回　1,000円 
　※剣山やハサミなどの道具は各自で用

　　意してください。 
書道教室　　講師：西尾初音さん 
　定　員●20名 
　教室日●第1・3金曜日　20：00～ 
　費　用●材料代年間　1,500円 
　※筆やすずり、文鎮などの道具は各自

　　で用意してください。 
絵手紙教室　　講師：田中修三さん 
　定　員●各20名 
　　昼の部 
　教室日●第2・4月曜日 
　　　　　14：00～16：00 
　　夜の部 
　教室日●第1・3月曜日 
　　　　　20：00～22：00 
　費　用●道具代（2,500円程度）、　
　　　　　材料費など 
　※道具をお持ちの方は、道具代は不要

　　です。 

手編みサークル 
　みんなで仲よく手編みを楽しんでみま

せんか。お気軽にご参加ください。 

　教室日●第1・3火曜日 
　　　　　13：30～15：30 
　申込締切●4月17日（月）まで 
　　　　　（受付時間　9：00～17：00） 

●問 ●申　信楽西教育集会所 
　　〒529-1831　信楽町西349 －4　
　　��82ー2361　��82ー3616 
　　信楽有線　7006

信楽西教育集会所 
教室生募集 

　　　　　でご応募ください。 

●問　滋賀県健康福祉政策課 
　　 〒520 －8577　住所不要  

　　��077ー528ー3514 
  ��077ー528ー4850

申込締切■4月17日（月） 
集合場所■甲賀市役所駐車場 
後　援■甲賀県事務所 
　　　　湖国すまいまちづくり推進
　　　　協議会 

●問 ●申　こなんの森・木の家ねっと事務局 
　　　　（甲賀市水口町水口563） 

　　��63ー1043　　　　　　　 

催　　し 

募　　集 

期　間■4月3日（月）～4月28日（金） 
　　　　平日の8：30～17：15 
場　所■土山支所1階ロビー 
内　容■『春』のよろこびをテーマに、

エーデル土山のデイサービ
スとグループホーム利用者
の作品を展示しますのでぜ
ひご来場ください。 

●問　土山支所 
　　��66ー1101　��66ー1564

市民ギャラリー 
エーデル土山利用者作品展 

　精神障がいをもつ利用者と交流す
ることにより障がいについて理解し
ていただく機会となるよう、この「に
じまつり」を開催します。たくさん
の方の参加をお待ちしています。 
日　時■4月8日（土） 10：00～15：30 
会　場■ワークステーション虹 
　生活支援センターこのゆびとまれ 
　（にごり池のそば、大池郵便局隣） 
内　容■模擬店、ミニバザー、コン

サート、ビンゴ、子ども向
けアトラクション、地域の
子どもたちの絵画展など 

●問　ワークステーション虹 
　　��75ー1220　��75ー1231 
　　支援センターこのゆびとまれ 
　　��75ー8949　��75ー8950 
　　〒520-3213　湖南市大池町10 －1

「にじまつり」開催！ 

4月8日（土）「休まない星　ポラリス」 
　天の目印といわれる北極星。夜空の
星座たちは、季節や時間が違えば見え
る位置や方向も違ってきます。でも、
北極星だけは季節や時間によらず、い
つも真北の方向に見えています。こぐ
ま座のしっぽにあたる北極星は「ポラ
リス」と呼ばれています。夜空を見上
げて迷ったら北極星を探してみましょ
う。 
場　所■かふか生涯学習館 
時　間■19：30～21：30

天  体  観  望  会 

　桜の季節、優雅なお手前で野点を
楽しんでみませんか。陶芸教室での
絵付け体験もあります。 
日　時■4月9日（日） 11：30～15：30 
場　所■ 
（野　　点）水口スポーツの森テニス

　  コート横の芝生広場 
（絵付体験）老人福祉センター碧水荘

　  陶芸棟 
参加費■ 
（野　　点）無料　　定員150名 
（絵付体験）1人1点300円 
　　　　　　（材料費実費）定員15名 

●問 ●申　老人福祉センター碧水荘 
　　甲賀市水口町北内貴307番 地　　
　　��62ー6080　��62ー6096

老人福祉センター碧水荘 
『春の野点と絵付け体験』 

　水口の観光シーズンの幕開けを告
げる行事です。 
日　時■4月17日（月） 
　　　　10：30～11：30（雨天決行） 
場　所■古城山山頂　阿迦の宮神社 
内　容■式典・護摩供養 

当日10：00から護摩供養の
受付を行います。 

※護摩木の販売（１本２００円）をしています。 

●問　水口町観光協会 
　　��65ー0708　��63ー4087

阿 迦 の 宮 例 祭 

今年の曳山奉納は、米屋町（資
料館出庫）、天神町（資料館
入庫）、田町・片町、呉服町、
柳町の5基です。 
曳き手を募集します。 

曳山を曳いてみたい方は、19日
までに水口町観光協会までお申
込みいただくか、19日夜、水口
神社内に設置します観光案内所
までお申込みください。 

●問　水口町観光協会 
　　��65ー0708　��63ー4087

日　時■4月22日（土）・23日（日） 
　　　　9：00～17：00 
場　所■土山公民館 
内　容■しゃくなげや山野草などの

展示や植替・管理の仕方や
即売など 

※入場は無料です。 

●問　青葉会　　代表  西出良蔵 
　　��66ー0207

あいの土山しゃくなげ祭り 

　本年度新しく市内に就職し、社会
人として新しい人生の第一歩を踏み
出される方を対象に「新就職者激励
会」を開催します。 
日　時■4月27日（木） 14：00～ 
場　所■甲南町　忍の里プララ 
内　容■人権ライブなど 
※参加ご希望の方は下記までご連絡
　ください。 
※企業・事業所あてに別途案内を送
　付しています。 
●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

新就職者激励会 

申込方法■下記までお申し込みくだ
　さい。 

●問 ●申　かふか生涯学習館 
　　��88ー4100　��88ー5055

　水口ばやしのリズムに合わせて曳
山が巡行します。 
日　時■4月19日（水）　宵宮祭 
　　　　4月20日（木）　例大祭 
場　所■水口神社 
内　容■19日（水） 19：00～21：00頃 

無料お茶席（神社絵馬殿） 
※お茶がなくなり次第終了
　します。 
20日（木） 
　　10：00～　曳山巡行 
　　14：00～　□御神輿御 

水 口 曳 山 祭 

　郷土の民謡をあなたもステージで
高らかに唄ってみませんか。 
日　程■6月18日（日） 
会　場■あいの土山文化ホール 
出場資格■プロ・アマ問わず誰でも参 

第15回『鈴鹿馬子唄全国大会』 
出場者募集 
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教　　室 

　日本武道館で開催予定の全国戦没
者追悼式に参列される遺族の方を募
集します。 
日　時■8月14日（月）～15日（火） 
対象者■戦没者（原爆、一般戦災死

没者を含む）の原則として
配偶者、子、父母、兄弟姉
妹（1柱1回限り）で1泊2日
の団体行動ができる方 

募集人数■20人（応募多数の場合抽選） 
参加費■5，000円程度 
募集期間■4月3日（月）～24日（月） 
※当日消印有効 
応募方法■はがきに①住所、氏名、

生年月日、性別、戦没者
との続柄、電話番号、②
戦没者の氏名、本籍都道
府県名を記入し、下記ま 

　　　　　加できます。 
（ただし過去に優勝され
た方は出場できません。） 

申込締切■5月12日（金）必着 
参加料■一般の部　2，500円 
　　　　　　　　　（先着200名） 
　　　　少年・少女の部　無料 
　　　　（中学生以下、先着30名） 

●問　あいの土山文化ホール 
　　��66ー1602　��66ー1603

　碧水ホール自主企画事業を通して、
舞台裏からもホールや企画を楽しみ、
文化芸術への理解を深めていただく
ものです。 
募集期間■4月7日（金）～22日（土） 
説明会■4月28日（金） 
　　　　　20：00～21：30 
参加資格■特にありませんが、活動

が夜間に及ぶことがある
ため、高校生までの学生
の方は参加できません。 

申込方法■碧水ホール配布の専用紙
　　　　　でお申込みください。 

●問 ●申　碧水ホール 
　　��63ー2006　��63ー0752 
ホームページ 　　　　　　　　　 
http://www.city.koka.shiga.jp/hekisuihall/

第13期  碧水ホール 
ボランティアスタッフ募集 

　私たちは、美しいこなん地域の森
林環境を未来に贈るために「こなん
の森・木の家ねっと」を設立し活動
しています。 
　近くの山の木で家を造ることは地
域の環境を元気にします。しかし、
近くの森林の現状は？こなん地域の
皆さんに森林の現状や木の良さを知っ
ていただき、森林の大切さや、木の
住まいについての学習を通して環境
を考え、一緒に学びましょう。 
開校日時■4月23日（日） 
　　　　　9：00～14：00 
集合場所■甲賀市役所駐車場 
内　容■ 
　・近くの山の見学ツアー 
　・近くの森の見学と森の現状の学習会 
参加費■500円 
持ち物■弁当、お茶、運動靴 

こなんの森大学 
参加者募集 

　８月１日から平成１９年３月３１日までのラ
イブが対象です。 
応募受付締切日■4月15日（土） 
　　　　　　　　17：00 
応募資格■ 
　（1）主催者または出演者に18歳以
　　　上の甲賀市民が1名以上いること。 
　（2）入場料が有料であること。 
採用数■3企画まで 
応募に必要な物■ 
　（1）専用の応募用紙 
　（2）企画書（形式自由） 
　（3）音源または映像資料 
　　（審査で視聴します） 

●問 ●申　碧水ホール 
　　��63ー2006　��63ー0752 
ホームページ 　　　　　　　　　 
http://www.city.koka.shiga.jp/hekisuihall/

第8期  碧水ホール 
ライブハウス化計画 
企画募集中 

全国戦没者追悼式 
参列者募集 

　２００６年度（５月開講）の教室生を募
集します。受講を希望される方は下
記へ直接お申し込みください。なお、
定員になり次第募集は締め切らせて
いただきます。 
※会場はいずれも信楽西教育集会所です。 
生花教室（峰風遠州流）　講師：平尾陞さん 
　定　員●20名 
　教室日●毎週木曜日　20：00～ 
　費　用●1回　1,000円 
　※剣山やハサミなどの道具は各自で用

　　意してください。 
書道教室　　講師：西尾初音さん 
　定　員●20名 
　教室日●第1・3金曜日　20：00～ 
　費　用●材料代年間　1,500円 
　※筆やすずり、文鎮などの道具は各自

　　で用意してください。 
絵手紙教室　　講師：田中修三さん 
　定　員●各20名 
　　昼の部 
　教室日●第2・4月曜日 
　　　　　14：00～16：00 
　　夜の部 
　教室日●第1・3月曜日 
　　　　　20：00～22：00 
　費　用●道具代（2,500円程度）、　
　　　　　材料費など 
　※道具をお持ちの方は、道具代は不要

　　です。 

手編みサークル 
　みんなで仲よく手編みを楽しんでみま

せんか。お気軽にご参加ください。 

　教室日●第1・3火曜日 
　　　　　13：30～15：30 
　申込締切●4月17日（月）まで 
　　　　　（受付時間　9：00～17：00） 

●問 ●申　信楽西教育集会所 
　　〒529-1831　信楽町西349 －4　
　　��82ー2361　��82ー3616 
　　信楽有線　7006

信楽西教育集会所 
教室生募集 

　　　　　でご応募ください。 

●問　滋賀県健康福祉政策課 
　　 〒520 －8577　住所不要  

　　��077ー528ー3514 
  ��077ー528ー4850

申込締切■4月17日（月） 
集合場所■甲賀市役所駐車場 
後　援■甲賀県事務所 
　　　　湖国すまいまちづくり推進
　　　　協議会 

●問 ●申　こなんの森・木の家ねっと事務局 
　　　　（甲賀市水口町水口563） 

　　��63ー1043　　　　　　　 

催　　し 

募　　集 

期　間■4月3日（月）～4月28日（金） 
　　　　平日の8：30～17：15 
場　所■土山支所1階ロビー 
内　容■『春』のよろこびをテーマに、

エーデル土山のデイサービ
スとグループホーム利用者
の作品を展示しますのでぜ
ひご来場ください。 

●問　土山支所 
　　��66ー1101　��66ー1564

市民ギャラリー 
エーデル土山利用者作品展 

　精神障がいをもつ利用者と交流す
ることにより障がいについて理解し
ていただく機会となるよう、この「に
じまつり」を開催します。たくさん
の方の参加をお待ちしています。 
日　時■4月8日（土） 10：00～15：30 
会　場■ワークステーション虹 
　生活支援センターこのゆびとまれ 
　（にごり池のそば、大池郵便局隣） 
内　容■模擬店、ミニバザー、コン

サート、ビンゴ、子ども向
けアトラクション、地域の
子どもたちの絵画展など 

●問　ワークステーション虹 
　　��75ー1220　��75ー1231 
　　支援センターこのゆびとまれ 
　　��75ー8949　��75ー8950 
　　〒520-3213　湖南市大池町10 －1

「にじまつり」開催！ 

4月8日（土）「休まない星　ポラリス」 
　天の目印といわれる北極星。夜空の
星座たちは、季節や時間が違えば見え
る位置や方向も違ってきます。でも、
北極星だけは季節や時間によらず、い
つも真北の方向に見えています。こぐ
ま座のしっぽにあたる北極星は「ポラ
リス」と呼ばれています。夜空を見上
げて迷ったら北極星を探してみましょ
う。 
場　所■かふか生涯学習館 
時　間■19：30～21：30

天  体  観  望  会 

　桜の季節、優雅なお手前で野点を
楽しんでみませんか。陶芸教室での
絵付け体験もあります。 
日　時■4月9日（日） 11：30～15：30 
場　所■ 
（野　　点）水口スポーツの森テニス

　  コート横の芝生広場 
（絵付体験）老人福祉センター碧水荘

　  陶芸棟 
参加費■ 
（野　　点）無料　　定員150名 
（絵付体験）1人1点300円 
　　　　　　（材料費実費）定員15名 

●問 ●申　老人福祉センター碧水荘 
　　甲賀市水口町北内貴307番 地　　
　　��62ー6080　��62ー6096

老人福祉センター碧水荘 
『春の野点と絵付け体験』 

　水口の観光シーズンの幕開けを告
げる行事です。 
日　時■4月17日（月） 
　　　　10：30～11：30（雨天決行） 
場　所■古城山山頂　阿迦の宮神社 
内　容■式典・護摩供養 

当日10：00から護摩供養の
受付を行います。 

※護摩木の販売（１本２００円）をしています。 

●問　水口町観光協会 
　　��65ー0708　��63ー4087

阿 迦 の 宮 例 祭 

今年の曳山奉納は、米屋町（資
料館出庫）、天神町（資料館
入庫）、田町・片町、呉服町、
柳町の5基です。 
曳き手を募集します。 

曳山を曳いてみたい方は、19日
までに水口町観光協会までお申
込みいただくか、19日夜、水口
神社内に設置します観光案内所
までお申込みください。 

●問　水口町観光協会 
　　��65ー0708　��63ー4087

日　時■4月22日（土）・23日（日） 
　　　　9：00～17：00 
場　所■土山公民館 
内　容■しゃくなげや山野草などの

展示や植替・管理の仕方や
即売など 

※入場は無料です。 

●問　青葉会　　代表  西出良蔵 
　　��66ー0207

あいの土山しゃくなげ祭り 

　本年度新しく市内に就職し、社会
人として新しい人生の第一歩を踏み
出される方を対象に「新就職者激励
会」を開催します。 
日　時■4月27日（木） 14：00～ 
場　所■甲南町　忍の里プララ 
内　容■人権ライブなど 
※参加ご希望の方は下記までご連絡
　ください。 
※企業・事業所あてに別途案内を送
　付しています。 
●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

新就職者激励会 

申込方法■下記までお申し込みくだ
　さい。 

●問 ●申　かふか生涯学習館 
　　��88ー4100　��88ー5055

　水口ばやしのリズムに合わせて曳
山が巡行します。 
日　時■4月19日（水）　宵宮祭 
　　　　4月20日（木）　例大祭 
場　所■水口神社 
内　容■19日（水） 19：00～21：00頃 

無料お茶席（神社絵馬殿） 
※お茶がなくなり次第終了
　します。 
20日（木） 
　　10：00～　曳山巡行 
　　14：00～　□御神輿御 

水 口 曳 山 祭 

　郷土の民謡をあなたもステージで
高らかに唄ってみませんか。 
日　程■6月18日（日） 
会　場■あいの土山文化ホール 
出場資格■プロ・アマ問わず誰でも参 

第15回『鈴鹿馬子唄全国大会』 
出場者募集 
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　４月の１日社会保険相談所の開設
日は次のとおりです。 
日　時■4月12日（水）・26日（水） 

（予約制になっていますの
で、事前に草津社会保険事
務所へ申し込みをお願いし
ます。） 

場　所■水口社会福祉センター 
　　　　2階　中会議室 
持ち物■年金手帳・年金証書・雇用

保険証または受給者証・過
去に勤務した会社等の職歴
メモ・認印 

●問　草津社会保険事務所 
　　��077ー567ー1311 
  ��077ー562ー9638 
　　保険年金課 
　　��65ー0688　��63ー4582 
　　　（市役所では予約申込みできません） 

4月の1日社会保険 
相談所の開設 

日　時■4月15日（土）  9：30～11：30 
　　　　　  18日（火） 19：00～21：00 
 毎月第3土曜日　9：30～11：30 
 毎月第3火曜日　19：00～21：00 
 どちらか都合の良い日で受講ください。 

 受講料■500円（事前申込が必要です。） 
一般開放日のお知らせ 
　第3日曜日は無料で下記の施設を開
放しています。 
日　時■4月16日（日） 9：00～21：00 
施　設■甲南B＆G海洋センター1F・
　　　　 2F体育館 

●問 　甲南B＆G海洋センター 
　　��86ー6971　��86ー6984

甲南中央運動公園 
トレーニングハウス 
初回使用者講習会 　県民一人ひとりに交通安全知識を

普及し、交通安全思想の高揚を図る
とともに、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーの実践を習慣づけるこ
とにより交通事故の防止を図るため
に、下記のとおり運動を実施します。 
実施期間■4月6日（木）～4月15日（土） 
重点事項■ 
・こどもと高齢者の交通事故防止 
・自転車の安全利用の推進 
・シートベルトとチャイルドシートの正し
　い着用の徹底 
・重大事故に直結する危険運転の追放 

●問 　滋賀県土木交通部交通政策課 
　　��077ー528ー3682 
  ��077ー528ー4836 

　 　市民生活課 
　　��65ー0686　��63ー4582

春の全国交通安全運動 

サントピア　春の教室 

申込受付締切■4月7日（金）まで（午前9時から午後9時、土、日は除く） 
申込場所■サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電話、代理での申し込みは不可） 
対象者■4月1日現在で15歳以上35歳以下の方（高校生は除く） 
申込に必要なもの■利用者登録の際必要になる、生年月日と本人を確認できるもの(運転免許証等) 
　　　　　　　　　エアロビクス教室に申し込みされる方は受講費1,000円を申込時にご用意ください 
その他■1．申込者が少ない場合は開講できないことがあります。 
　　　　2．開講日、内容等が変更になる場合があります。 
　　　　3．定員に満たない教室は、申込期間後も先着順で受け付けます。 
　　　　4．申込期間を過ぎてからのキャンセルはお断りします。 
　　　　5．定員を超えた教室は、4月7(金)午後9時から公開抽選を行います。 

●問 　勤労青少年ホーム　　��63ー2952　��63ー6788

曜日 

月 

火 

水 

木 

金 
ウォーキング 

硬式テニス（初級） 

エアロビクス 

ゴ　ル　フ 

硬式テニス 
（初心者） 

英　会　話　① 

フラワーアレンジメント 

料　　　理 

筆　ペ　ン 

英　会　話　② 

教室名 期間回数 

4/17～7/3 
12回 

4/25～7/25 
7回 

4/19～7/12 
 12回 

5/10～7/19 
6回 

4/19～7/12 
 12回 

4/19～7/12 
 12回 

4/27～7/20 
12回 

4/13～7/6 
12回 

4/21～7/14 
 12回 

5/12～7/14 
 6回 

時間 

19:00～ 
　　21:00
19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

18:30～ 
　　19:30

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00
19:00～ 
　　20:30

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

受講費 
（円） 

1,500

2,000

6,500

15,000

1,500

7,000

16,000

1,000

7,000

700

10

10

10

50

12

20

10

20

12

15

定員 
(人)

内　　　　　　　容 

初心者から一歩進んで、日常会話に必要な表現を学びます。 
1～2回、外国人講師をゲストに招きます。 

筆ペンを使いこなそう。金封・のし紙・芳名録の書き方や 
暑中見舞い等、実用的な筆ペン練習講座です。 

家庭料理の基礎から応用まで、バラエティ豊かな料理を作ります。 
受講生の希望をききながらすすめますので、リクエストも可。 

基礎から応用まで、現代風のとてもおしゃれなアレンジメントを、 
受講生の希望をききながら学びます。 

初心者向けに日常会話に必要な表現を学びます。 
1～2回、外国人講師をゲストに招きます。 

初めてラケットを握る方、及び、初級クラスを1，2回受講された 
方が対象。基礎練習を中心に、わかりやすく指導します。 

おもに初心者を対象に、技術面はもちろん、ゴルフ場でのマナーも 
学びます。土曜に芝生上での練習もあり。※欄外参照 

日頃のストレス発散、ダイエットや運動不足解消に、音楽に合わせて 
楽しく汗を流し、リフレッシュしませんか。 

初心者から一歩進んで、さらに基礎を固めます。 
ゲーム形式を目指して、わかりやすく指導します。 

正しい歩き方、立ち方を学びます。日常生活の中で均整のとれた 
ボディラインを作っていきましょう。 

※開催場所はグリーンシガゴルフセンターになります。クラブのない方は借りられます。 

お知らせ 

　労働保険の年度更新手続きは、５
月２２日（月）までに前年度の確定保険
料と当年度の概算保険料を併せて申
告・納付していただくことになって
います。 
　甲賀市内では下記のとおり年度更
新申告相談が開催されますので、ご
利用ください。 
日　時■5月12日（金） 
　　　　9：30～16：30 
場　所■碧水ホール 
※上記以外に、滋賀労働局労働保険徴収

室、労働基準監督署、社会保険・労働

保険徴収事務センターでも申告・納付

の受付をされますのでご利用ください。 

●問　滋賀労働局労働保険徴収室 
　　��077ー522ー6520 
  ��077ー523ー5755 
　　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

労働保険年度更新の申告 
納付はお早めに 

　就労相談員による相談窓口を開設
しています。 
　就職・転職のための情報提供、公
共職業安定所への取次ぎを行います。 
　就労相談開催日時・場所は、毎月１５
日号の広報こうかをご覧ください。
予約なしにお越しいただいても結構
です。 
　相談日以外でも相談をお受けする
ことができますので、事前に連絡を
お願いします。 

●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

就労相談日の開設 

　ご自分の土地や家屋の評価額が適
正であるかを判断するため、縦覧帳
簿で他の土地・家屋の価格と比較す
ることができます。縦覧できる方は、
市内に土地・家屋を所有される固定
資産税納税者本人か、委任状等によ
り委任を受けた方に限ります。 
日　時■4月3日（月）～5月31日（水） 
　　　　8：30～17：15 
　　　　（ただし土・日曜日、祝日は除く） 
場　所■水口庁舎　税務課 
※ご自分が所有される土地・家屋の
　評価額は各支所総合窓口課でも閲
　覧できます。 
※縦覧の際には本人確認ができるも
の［運転免許証や固定資産税納税通
知書（５月中旬発送予定）など］と
印鑑をご持参ください。詳しくは
下記までお問い合わせください。 

●問 　税務課資産税係 
　　��65ー0680　��63ー4574

平成18年度 
固定資産税評価額の縦覧 

対象となる人■甲賀市国民健康保険
被保険者の方で、30歳以上の方。 
（国民健康保険税の滞納のない世帯） 
助成額■検診に要した費用の2分の
　　　　1の額（3万円が上限です。） 
届け出に必要なもの■領収書、検診
結果、印鑑、保険証 
※検診の結果、指導の必要な方につ
　いては、訪問させていただく場合
　がありますのでご了承ください。 

●問 　保険年金課　国保年金係 
　　��65ー0688　��63ー4582

人間ドック検診費を 
助成します 

　社会保険労務士による無料相談窓
口を開設します。 
　解雇、賃金、年金、保険など労働
に関するあらゆる相談をお受けします。 
日　時■4月12日（水） 
　　　　14：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター2階 
　　　　（水口税務署北隣） 
受　付■電話予約（先着4名） 
※予約なしにお越しいただいても結
　構ですが、予約のある方を優先し
　ます。 

●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

労働相談窓口の開設 

日　時■4月20日（木） 
　　　　13：00～16：00 
場　所■甲南庁舎2階団体室 
　　　※４月６日（木）８：３０から予約受付 
日　時■4月27日（木） 
　　　　13：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター 
　　　※４月１３日（木）８：３０から予約受付 
定　員■いずれも6名（1人30分） 
申込方法■相談は予約制です 
※相談日の２週間前から電話・来所
により先着順です。 

予約先■甲賀市社会福祉協議会 
　　　　（水口社会福祉センター2階） 
予約電話■��62ー8085 
相談員■滋賀県弁護士会所属の弁護士 
※相談は無料で秘密は厳守します。 

●問 　甲賀市社会福祉協議会 
　　��62ー8085　��63ー2021 
 　　社会福祉課 
　　��65ー0700　��63ー4085

法  律  相  談 

　血液を必要とされる患者さんが安
心して輸血が受けられるように、１
人でも多くの方のご協力をお願いし
ます。なお、成分献血は事前に予約
が必要ですので、ご協力いただける
場合は下記までご連絡ください。 
　なお、安全に献血していただくため、
献血の間隔が定められています。ま
た、海外渡航歴のある方(英国)につ
いて、献血の制限が設けられています。
詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本人確認のため、当日に免許証等の提示を

　お願いしています。献血手帳とあわせてお

　持ちください。 

献血場所 
日　　時 

申込締切 

申　　込 
問い合せ 

水口保健センター 
4月14日（金） 
成分献血 

10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

4月7日（金） 

水口保健センター 
��62ー5336 
��62ー5418

成分献血のお願い 
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　４月の１日社会保険相談所の開設
日は次のとおりです。 
日　時■4月12日（水）・26日（水） 

（予約制になっていますの
で、事前に草津社会保険事
務所へ申し込みをお願いし
ます。） 

場　所■水口社会福祉センター 
　　　　2階　中会議室 
持ち物■年金手帳・年金証書・雇用

保険証または受給者証・過
去に勤務した会社等の職歴
メモ・認印 

●問　草津社会保険事務所 
　　��077ー567ー1311 
  ��077ー562ー9638 
　　保険年金課 
　　��65ー0688　��63ー4582 
　　　（市役所では予約申込みできません） 

4月の1日社会保険 
相談所の開設 

日　時■4月15日（土）  9：30～11：30 
　　　　　  18日（火） 19：00～21：00 
 毎月第3土曜日　9：30～11：30 
 毎月第3火曜日　19：00～21：00 
 どちらか都合の良い日で受講ください。 

 受講料■500円（事前申込が必要です。） 
一般開放日のお知らせ 
　第3日曜日は無料で下記の施設を開
放しています。 
日　時■4月16日（日） 9：00～21：00 
施　設■甲南B＆G海洋センター1F・
　　　　 2F体育館 

●問 　甲南B＆G海洋センター 
　　��86ー6971　��86ー6984

甲南中央運動公園 
トレーニングハウス 
初回使用者講習会 　県民一人ひとりに交通安全知識を

普及し、交通安全思想の高揚を図る
とともに、交通ルールの遵守と正し
い交通マナーの実践を習慣づけるこ
とにより交通事故の防止を図るため
に、下記のとおり運動を実施します。 
実施期間■4月6日（木）～4月15日（土） 
重点事項■ 
・こどもと高齢者の交通事故防止 
・自転車の安全利用の推進 
・シートベルトとチャイルドシートの正し
　い着用の徹底 
・重大事故に直結する危険運転の追放 

●問 　滋賀県土木交通部交通政策課 
　　��077ー528ー3682 
  ��077ー528ー4836 

　 　市民生活課 
　　��65ー0686　��63ー4582

春の全国交通安全運動 

サントピア　春の教室 

申込受付締切■4月7日（金）まで（午前9時から午後9時、土、日は除く） 
申込場所■サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電話、代理での申し込みは不可） 
対象者■4月1日現在で15歳以上35歳以下の方（高校生は除く） 
申込に必要なもの■利用者登録の際必要になる、生年月日と本人を確認できるもの(運転免許証等) 
　　　　　　　　　エアロビクス教室に申し込みされる方は受講費1,000円を申込時にご用意ください 
その他■1．申込者が少ない場合は開講できないことがあります。 
　　　　2．開講日、内容等が変更になる場合があります。 
　　　　3．定員に満たない教室は、申込期間後も先着順で受け付けます。 
　　　　4．申込期間を過ぎてからのキャンセルはお断りします。 
　　　　5．定員を超えた教室は、4月7(金)午後9時から公開抽選を行います。 

●問 　勤労青少年ホーム　　��63ー2952　��63ー6788

曜日 

月 

火 

水 

木 

金 
ウォーキング 

硬式テニス（初級） 

エアロビクス 

ゴ　ル　フ 

硬式テニス 
（初心者） 

英　会　話　① 

フラワーアレンジメント 

料　　　理 

筆　ペ　ン 

英　会　話　② 

教室名 期間回数 

4/17～7/3 
12回 

4/25～7/25 
7回 

4/19～7/12 
 12回 

5/10～7/19 
6回 

4/19～7/12 
 12回 

4/19～7/12 
 12回 

4/27～7/20 
12回 

4/13～7/6 
12回 

4/21～7/14 
 12回 

5/12～7/14 
 6回 

時間 

19:00～ 
　　21:00
19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

18:30～ 
　　19:30

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00
19:00～ 
　　20:30

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

19:00～ 
　　21:00

受講費 
（円） 

1,500

2,000

6,500

15,000

1,500

7,000

16,000

1,000

7,000

700

10

10

10

50

12

20

10

20

12

15

定員 
(人)

内　　　　　　　容 

初心者から一歩進んで、日常会話に必要な表現を学びます。 
1～2回、外国人講師をゲストに招きます。 

筆ペンを使いこなそう。金封・のし紙・芳名録の書き方や 
暑中見舞い等、実用的な筆ペン練習講座です。 

家庭料理の基礎から応用まで、バラエティ豊かな料理を作ります。 
受講生の希望をききながらすすめますので、リクエストも可。 

基礎から応用まで、現代風のとてもおしゃれなアレンジメントを、 
受講生の希望をききながら学びます。 

初心者向けに日常会話に必要な表現を学びます。 
1～2回、外国人講師をゲストに招きます。 

初めてラケットを握る方、及び、初級クラスを1，2回受講された 
方が対象。基礎練習を中心に、わかりやすく指導します。 

おもに初心者を対象に、技術面はもちろん、ゴルフ場でのマナーも 
学びます。土曜に芝生上での練習もあり。※欄外参照 

日頃のストレス発散、ダイエットや運動不足解消に、音楽に合わせて 
楽しく汗を流し、リフレッシュしませんか。 

初心者から一歩進んで、さらに基礎を固めます。 
ゲーム形式を目指して、わかりやすく指導します。 

正しい歩き方、立ち方を学びます。日常生活の中で均整のとれた 
ボディラインを作っていきましょう。 

※開催場所はグリーンシガゴルフセンターになります。クラブのない方は借りられます。 

お知らせ 

　労働保険の年度更新手続きは、５
月２２日（月）までに前年度の確定保険
料と当年度の概算保険料を併せて申
告・納付していただくことになって
います。 
　甲賀市内では下記のとおり年度更
新申告相談が開催されますので、ご
利用ください。 
日　時■5月12日（金） 
　　　　9：30～16：30 
場　所■碧水ホール 
※上記以外に、滋賀労働局労働保険徴収

室、労働基準監督署、社会保険・労働

保険徴収事務センターでも申告・納付

の受付をされますのでご利用ください。 

●問　滋賀労働局労働保険徴収室 
　　��077ー522ー6520 
  ��077ー523ー5755 
　　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

労働保険年度更新の申告 
納付はお早めに 

　就労相談員による相談窓口を開設
しています。 
　就職・転職のための情報提供、公
共職業安定所への取次ぎを行います。 
　就労相談開催日時・場所は、毎月１５
日号の広報こうかをご覧ください。
予約なしにお越しいただいても結構
です。 
　相談日以外でも相談をお受けする
ことができますので、事前に連絡を
お願いします。 

●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

就労相談日の開設 

　ご自分の土地や家屋の評価額が適
正であるかを判断するため、縦覧帳
簿で他の土地・家屋の価格と比較す
ることができます。縦覧できる方は、
市内に土地・家屋を所有される固定
資産税納税者本人か、委任状等によ
り委任を受けた方に限ります。 
日　時■4月3日（月）～5月31日（水） 
　　　　8：30～17：15 
　　　　（ただし土・日曜日、祝日は除く） 
場　所■水口庁舎　税務課 
※ご自分が所有される土地・家屋の
　評価額は各支所総合窓口課でも閲
　覧できます。 
※縦覧の際には本人確認ができるも
の［運転免許証や固定資産税納税通
知書（５月中旬発送予定）など］と
印鑑をご持参ください。詳しくは
下記までお問い合わせください。 

●問 　税務課資産税係 
　　��65ー0680　��63ー4574

平成18年度 
固定資産税評価額の縦覧 

対象となる人■甲賀市国民健康保険
被保険者の方で、30歳以上の方。 
（国民健康保険税の滞納のない世帯） 
助成額■検診に要した費用の2分の
　　　　1の額（3万円が上限です。） 
届け出に必要なもの■領収書、検診
結果、印鑑、保険証 
※検診の結果、指導の必要な方につ
　いては、訪問させていただく場合
　がありますのでご了承ください。 

●問 　保険年金課　国保年金係 
　　��65ー0688　��63ー4582

人間ドック検診費を 
助成します 

　社会保険労務士による無料相談窓
口を開設します。 
　解雇、賃金、年金、保険など労働
に関するあらゆる相談をお受けします。 
日　時■4月12日（水） 
　　　　14：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター2階 
　　　　（水口税務署北隣） 
受　付■電話予約（先着4名） 
※予約なしにお越しいただいても結
　構ですが、予約のある方を優先し
　ます。 

●問 ●申　労政課 
　　��65ー0710　��63ー4087

労働相談窓口の開設 

日　時■4月20日（木） 
　　　　13：00～16：00 
場　所■甲南庁舎2階団体室 
　　　※４月６日（木）８：３０から予約受付 
日　時■4月27日（木） 
　　　　13：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター 
　　　※４月１３日（木）８：３０から予約受付 
定　員■いずれも6名（1人30分） 
申込方法■相談は予約制です 
※相談日の２週間前から電話・来所
により先着順です。 

予約先■甲賀市社会福祉協議会 
　　　　（水口社会福祉センター2階） 
予約電話■��62ー8085 
相談員■滋賀県弁護士会所属の弁護士 
※相談は無料で秘密は厳守します。 

●問 　甲賀市社会福祉協議会 
　　��62ー8085　��63ー2021 
 　　社会福祉課 
　　��65ー0700　��63ー4085

法  律  相  談 

　血液を必要とされる患者さんが安
心して輸血が受けられるように、１
人でも多くの方のご協力をお願いし
ます。なお、成分献血は事前に予約
が必要ですので、ご協力いただける
場合は下記までご連絡ください。 
　なお、安全に献血していただくため、
献血の間隔が定められています。ま
た、海外渡航歴のある方(英国)につ
いて、献血の制限が設けられています。
詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本人確認のため、当日に免許証等の提示を

　お願いしています。献血手帳とあわせてお

　持ちください。 

献血場所 
日　　時 

申込締切 

申　　込 
問い合せ 

水口保健センター 
4月14日（金） 
成分献血 

10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

4月7日（金） 

水口保健センター 
��62ー5336 
��62ー5418

成分献血のお願い 
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