
情 報 の ま ど 

　富長　義さんが約６０年にわたって
収集された、陸貝（カタツムリ）や
川・湖・海の貝のコレクションを展
示します。多様な自然環境に住む貝
を通じて、甲賀市の自然を考えてみ
ましょう。 

期　間■12月12日（火）～3月11日（日） 
場　所■みなくち子どもの森自然館 
開館時間■9：00～16：30 
休園日■月曜日（祝日を除く）、 

祝日の翌日（土日を除く） 
年末年始（12/28～1/3） 

●問　みなくち子どもの森自然館 
　　� 63ー6712　� 63ー0466

みなくち子どもの森自然館 
特別展「貝の世界」 

とみ ながみょうぎ 

　２００７年度版（４月～３月）人権カレ
ンダーの作成にともない、皆さんの温
かさあふれる作品をお待ちしています。
応募方法は以下のとおりです。 

応募資格■市内に在住・在勤の方。 
応募点数■１人一点（未発表の作品。

応募いただいた作品はお
返ししません。） 

作品規格■作品の大きさは、ポスター・
絵画がB4版～A2版。写真
は9㎝～13㎝以内 

応募方法■①氏名（ふりがな）②住所・
電話番号（高校生以下の方
は学校名等と学年）を記入
し、郵送もしくは直接お
届けください。 

応募締切■12月28日（木） 

応募先・●問　教育委員会 人権教育課 
〒520-3393 甲賀市甲南町野田810番地 
　　� 86ー8024　� 86ー8380

人権啓発ポスター・ 
絵画・写真募集 

募　　集 

受付期間■12月1日（金）～15日（金） 
　　　　　（土・日を除く9：00～17：00） 
使用開始日■平成19年1月1日（月） 

　●甲賀駅南駐車場　　4　区画 
（うち軽自動車枠　　2　区画） 

　●油日駅前駐車場　　6　区画 

※申込者多数の場合は抽選となります。 

●問　市民生活課　生活交通係 
　　� 65ー0686　� 63ー4582 
　　油日駅前駐車場　� 88ー5879 
　　甲南駅前駐輪場　� 86ー0590

市営駐車場の利用者募集 

日　時■12月12日（火）17：00～20：00 
場　所■碧水ホール 
内　容■自衛隊を受験希望される一

般の方々に対して広報官（現
職自衛官）が受験説明を実
施します。 

※ご家族等の参加は自由です。 

●問　自衛隊滋賀地方協力本部 
　　草津地域事務所 
　　�/� 077ー563ー8205

自衛隊受験説明会 

資　格■保育士又は幼稚園教諭免許
を有する人 

年　令■不問 
雇用期間■平成19年4月1日～ 

平成19年9月30日 
（6ケ月の更新あり） 

募集人員■約150名 
給　与■月額163,800円 

ただし、3歳以上児のクラス
担 任 に つ い て は 、 月 額
170,100円　※社会保険加入 

勤務地■甲賀市内保育園・幼稚園・
子育て支援センター 

勤務時間■8：30～17：15（実働8時間） 
※月曜日～金曜日までの週４０時間 
ただし、週休日勤務の場合は平日
と振替 
申込受付期間■12月1日（金）～ 

12月27日（水） 
面　接■平成19年1月中旬頃 

（面接日時は受付時に指定） 

●問 ●申　職員課 
  � 65ー0668　� 63ー4554 
　　甲賀公共職業安定所 
  � 62ー0651　� 63ー1825

臨時職員募集 
保育士・幼稚園教諭 

期　日■本日祭 
平成19年3月25日（日） 
11：00～16：00 

場　所■大野小学校～垂水頓宮跡 
参加条件■満16歳以上で「道中舞」「お

着き舞」の練習や着付け、
化粧の講習会に参加でき
る方。未婚・既婚は問い
ません。 

募集人数■ 
斎王　1名／　女別当　1名／ 
内侍　1名／　命婦　　3名／ 
采女　1名／　女嬬　　5名／ 
陪従（男子列）　6名 

※男子列の陪従において、女性の出
　演者も募集します。 
応募締切■12月24日（日）必着 
応募方法■あいの土山文化ホール備

え付けの申込書に必要事
項をご記入の上、下記ま
で郵送してください。 

※実行委員会による厳正な審査を実
　施し、郵送で審査結果を報告します。 
※甲賀市ホームページに女人列募集
要項・申込書を掲載していますの
でご利用ください。 

●問　あいの土山斎王群行実行委員会事務局 
　　（あいの土山文化ホール内） 

〒528-0211  甲賀市土山町北土山2222-2 
　　� 66ー1602　� 66ー1603

さいおう おんなべっとう 

ない　し みょうぶ 

うね　め にょじゅ 

べいじゅう 

　皆さんお誘いあわせのうえぜひお
越しください。 

期　間■12月10日（日） 
12：30～15：30（12：00開場） 

場　所■甲南　忍の里プララ 
対　象■市民の方・会員の方・国際

交流に関心をお持ちの方 
内　容■国別フード販売・国別展示 

・日本文化体験（お茶・琴・着物） 
・バンド演奏 
・国別おしゃべりテーブル 
・外国籍の方のための生活
　相談コーナー 

後　援■甲賀市・甲賀市教育委員会 
（社）甲賀・湖南人権センター（あすぱる） 
滋賀県国際交流推進協議会 

※入場無料・但し飲食などには当日
チケット購入が必要です。 
（第４回世界まなびじゅく「世界の
味はどんなあじ？」も同時開催） 

●問　甲賀市国際交流協会 
　　�/� 63ー8728 
　　月～金10：00～17：00

国際交流フェスタ2006 
～人と人のふれあいフェスタ～ 

　斎王による禊や平安絵巻を再現す
る『斎王群行』。道中舞、お着き舞、
呈茶の儀などを行います。「女人列」
に参加して古き良き文化の香りに触
れてみませんか。 

第10回あいの土山斎王群行 
「女人列」出演者募集 

みそぎ 

催　　し 

　今年も残すところあとわずかとな
りました。新しい年に向けてみんな
で楽しくしめ縄をつくりませんか。
はじめての方でも指導していただけ
るので心配はいりません。子どもか
らお年寄りの方まで、たくさんのご
参加をお待ちしています。 

期　間■12月9日（土）9：30～12：00 
場　所■たけのこ児童館 
持ち物■よこづち（お持ちの方）、ペンチ 

汚れても良い服装で参加く
ださい。 

●問　たけのこ児童館（信楽西教育集会所） 
　　〒529-1831　信楽町西349-4 
　　� 82ー2361　� 82ー3616 
　　有線　7006

しめ縄づくり教室 

期　間■12月1日（金）～12月26日（火）
　　　　平日の8：30～17：15 
場　所■土山支所１階ロビ－ 
内　容■伊勢型紙で着物の図案を美

術化されています。 
大野公民館、山内公民館を
中心に楽しく作品を制作し
ておられます。 
ぜひこの機会に数々の素敵
な作品をご鑑賞ください。 

●問　土山支所 
　　� 66ー1101　� 66ー1564

市民ギャラリ－伊勢型紙作品展 

●問　ふれ愛フェスタ2006実行委員会事務局 
　　（甲賀市社会福祉協議会内 
　　　　　　水口地域福祉活動センター） 
　　〒528-0005　甲賀市水口町水口5609番地 
　　� 62ー8085　� 63ー2021

ボランティア募集 

　ふれ愛フェスタ当日にスタッフ
として一緒に運営していただける
ボランティアを募集しています。
ご参加いただける方は右記の事務
局までご連絡ください。 

10：00～　　　  オープニングセレモニー 

10：30～12：00　ふれ愛迷人会　　　　・カラオケ・その他だしもの 
12：30～13：30　ふれ愛もちつき大会　・もちつきからもちづくりまで体験！体験！ 
13：30～15：00　ふれ愛クリスマス♪　・ミニコンサート・レクリエーションなど 
　　　　　　　　　　　　　　　　　※サンタから全員にプレゼント！ 

ふれ愛抽選会 

　　　　※お楽しみ抽選受付で（全員に抽選券をお渡しします） 

ふれ愛マーケット・各種模擬店（飲み物・おでん・豚汁・バラ寿司など） 
・その他作業所作品販売 

ふれ愛バザー　　・さわらび福祉会恒例日用品などのチャリティバザー 
　①11：00～②13：30～ 

ふれ愛ニュースポーツ体験・軽スポーツ体験 

　今回のセミナーでは、子どもの人
権を考える内容や映画「１リットル
の涙」の上映、同和問題を考える内
容です。 
　誰もが、自分の、そしてまわりの
人の命や生活を大切にするため、自
分自身の人権意識を高める機会とし
て気軽にご参加ください。 

日時・内容■ 
●第13回 
12月9日（土）13：50～16：00 
「『幻の子ども像』を追っていません
か？～今、子どもたちの本音は～」 
講師～青木　悦さん 
●第14回 
平成19年（2007年）1月16日（火）　
19：30～21：00 
人権啓発映画上映「1リットルの涙」 
●第15回 
平成19年（2007年）2月7日（水） 
19：30～21：00 
「宝木の歴史～区史編　に関わった私の思い～」 
講師～山元　俊彦さん 

～視て聴いて学んでみよう 
人権教育連続セミナー～ 

あお  き　　　えつ 

やまもと　　　としひこ 

　１２月９日は、法律で定められた｢障害者の日｣です。 
このフェスタは、障害者の日を記念し、障がいの有無に関わらずみんなが交流し
支えあう｢福祉のまちこうか」を目標に開催します。ぜひお越しください！ 

日　時■12月9日（土）10：00～ 
場　所■水口中央公民館・鹿深ホール・水口体育館 
内　容■※手話通訳・要約筆記あります。 

障害者の日にメリークリスマス  ふれ愛フェスタ2006開催 

ろくしん 

12月9日（土）「ふたご座流星群みよう」 
　ふたご座流星群は毎年１２月中旬に活
動する流星群です。毎年コンスタント（一
定）に１時間あたり２０個から３０個の流星
が見られるという堅実な活動を見せる
流星群で、速度はやや速めです。 
　冬は一年中でもっとも星空がきれい
な季節です。日没が早いので星空を眺
めることができる時間が長く、また上
空の空気の流れが強いので星がキラキ
ラとまたたき、他の季節に比べて、よ
り星空の印象が強い季節です。 

時　間■19：30～21：30 
場　所■かふか生涯学習館 
受　付■下記までお電話ください。 

●問 ●申　かふか生涯学習館 
　　� 88ー4100　� 88ー5055

天  体  観  望  会 

12月　～落ち葉いろいろ～ 
　子どもの森園内を歩きながら自然
観察します。今回は色も形も様々な
落ち葉に注目です。 

日　時■12月3日（日）14：00～ 
　　　　　　　　【1時間程度】 
集合場所■みなくち子どもの森自然館前 
対　象■子ども～大人　園路を約1時

間歩ける方（団体不可） 

※申込不要ですので集合場所へ野外
を歩く服装でお越しください。 

●問　みなくち子どもの森自然館 
　　� 63ー6712　� 63ー0466

みなくち子どもの森 
　　　子どもの森を歩こう 

場　所■甲南情報交流センター 
（忍の里プララ） 

※第１３回は送迎用に土山、甲賀、信楽、
水口支所から福祉バスを運行しま
すのでご利用ください。 
参加費■無料　※託児（第13回のみ）、

手話通訳、要約筆記あります。 

●問 ●申　人権教育課 
　　� 86ー8024　� 86ー8380
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