
情報のまど 

　「ひろがる、つながる甲賀流域の
川づくりネットワーク」をテーマと
した「甲賀流域川フォーラム」を下
記のとおり開催します。 

日　時■11月26日（日）10：00～15：30
　　　　（受付9：30から） 
場　所■滋賀県甲賀県事務所（水口町水口） 
参加費■無料 
申込方法■一般参加の方は申し込み不要 
活動発表、ワークショップ参加希望
の方は、申込用紙に必要事項を記入
し、郵送、ＦＡＸまたは電子メール
でお申し込みください。 
俳句（川柳）ははがきでの応募も可。
申込締切■活動発表 10月23日（必着） 
　ワークショップ、俳句（川柳）
　　　　　　　　11月20日（必着） 
内　容■ 
１）活動発表（口頭発表、ポスターセッ
ション、展示の各部門） 
２）ワークショップ（川づくりの課
題をグループ討議します。） 
３）浄水施設見学会 
４）水質ミニ実験 
５）甲賀流域クイズ 
６）俳句（川柳）　大賞（甲賀流域を
題材にした俳句、折り込み川柳） 

●問 ●申　滋賀県南部振興局甲賀県事務所 
　　建設管理部河川砂防課　谷、松本 
　　〒528-8511　水口町水口6200番地 
  � 63ー6161　� 63ー1504

甲賀流域川フォーラム 

※事前予約が必要です。 
※相談はどなたでも受けられます。 

●水口町商工会 
日　時■11月17日（金）13：00～16：00 
　　　　12月22日（金）13：00～16：00 
会　場■水口商工会館 

●問  水口町商工会 
　　� 62ー1676　� 63ー1052

●甲南町商工会 
日　時■11月16日（木）13：00～16：00 
　　　　12月14日（木）13：00～16：00 
会　場■甲南町商工会館 

●問  甲南町商工会 
　　� 86ー2016　� 86ー5818

弁護士による無料法律相談 

募　　集 

日　時■12月23日（土・祝）17：30～ 
場　所■忍の里プララ（甲南公民館） 
定　員■男女とも各20名 
参加対象■男性　25歳～40歳 
　　　　　女性　23歳～37歳 
　　　　　※独身者に限る 
参加費■男性　6,500円 
　　　　女性　2,500円 
　　　　（軽食・ソフトドリンク付き） 
主　催■甲南町商工会青年部 
申込方法等、詳しくは下記へお問い
合わせください。 

●問 ●申　甲南町商工会 
　　� 86ー2016　� 86ー5818

クリスマス 
カップリングパーティー 

参加者募集 

　甲賀市の選択無形民俗文化財「甲
賀の祇園花行事」は、甲賀を特徴づ
けるお祭りです。この行事に登場す
る花は、私たちに幸福をもたらし、
祭りの主役となるものです。 
　祭りに使われるこの祇園花をみん
なで一緒に作ってみませんか。参加
希望の方は、下記までお申し込みく
ださい。 

日　時■11月26日（日）9：00～15：00 
場　所■信楽開発センター　大ホール 
講　師■里宮神社の皆さん 
定　員■20名程度（先着順） 
申込締切■11月21日（火） 

※講座には誰でも参加できます。受講料
は必要ありません。材料はこちらで準備
していますが、弁当と手ぬぐいは各自で
ご用意ください。 
主催■甲賀の祇園花行事保存連合会
共催■甲賀市教育委員会　 

●問 ●申　文化財保護課 
　　� 86ー8026　� 86ー8380

甲賀の祇園花行事 
「花づくり体験講座」参加者募集 

市内文化施設などが入館無料 
　文化庁の提唱する「関西元気文化圏」の一環で、関西２府７県の美術館・博物
館など多くの施設の入館料が無料になる「関西文化の日」が実施されます。市内
でも、下記の６館と市内の県立館の入館料が無料となります。 
　市内の自然・歴史・文化を知る良い機会ですので、この機会にぜひお越しくだ
さい。 

期　間■11月18日（土）、19日（日）　 

施　設　名 連絡先 通常の入館料 

水口歴史民俗資料館 
� 62ー7141 
� 63ー4737

大人　　150円 
小中生　　80円 

水口城資料館 � 63ー5577 大人　　100円 
小中生　　50円 

土山歴史民俗資料館 
� 66ー1056 
� 66ー1067

無　　料 

東海道伝馬館 �/� 66ー2770 無　　料 

甲南ふれあいの館 �/� 86ー7551 無　　料 

みなくち子どもの森自然館 
� 63ー6712 
� 63ー0466

大人　　200円 
小中生　100円 

滋賀県立陶芸の森陶芸館 
　　「特別展　近江やきものがたり」 

� 83ー0909 
� 83ー1193

一般　　600円 
高大生　450円 
小中生　250円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳しくは、各館に直接お問い合わせください。 

「関西文化の日」 教室・講座 
　一人ひとりが毎日の暮らしの中で
環境について考え行動する生活＝エ
コライフについて学習（全３回） 
します。参加費は無料です。 

第3回「冬の省エネルギーでエコライフ」 

日　時■12月9日（土）10：00～12：00 
場　所■甲賀市共同福祉施設 
　　　　（サントピア水口）教養文化室 
講　師■鈴

すず

木
き

　靖
やす

文
ふみ

さん 
（有限会社ひのでやエコラ
イフ研究所） 

定　員■50名（定員になり次第締め切り） 
申込締切■12月7日（木） 

●問 ●申　環境課 エコライフ推進係 
　　� 65ー0691　� 63ー4582

エコライフ講座（第3回） 

　同時開催の国際交流フェスタで外
国のお店にお菓子や料理を買いに行
きます。いろんな国の挨拶をしなが
ら自分で買い物をします。たくさん
食べた後は料理のレポートも書くよ。
さあどんな食べ物があるかな？ 

日　時■12月10日（日）12：30～14：00 
場　所■忍の里プララ 
対　象■小学生（大人の方も歓迎） 
参加費■甲賀市国際交流協会会員　300円 
　　　 非会員　　　　　　　　500円 
2006年度まなびじゅくファイルのあ
る方は100円引き 
持ち物■筆記用具・まなびじゅくファ

イル・マジック又は色鉛筆 
定　員■30名（先着順） 
申込締切■12月5日（火） 

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

小学生のための国際理解講座 
世界まなびじゅく2006 
第4回 世界の味はどんなあじ？ 
（国際交流フェスタ2006も同時開催） 

クリスマススペシャル料理教室 
日　時■12月6日（水）、13日（水） 
　　　　19：00～21：00 
定　員■20名 
参加費■1,500円（2回分） 

クリスマスアレンジメントフラワー
＆お正月の生け花教室 

日　時■12月18日（月）、25日（月） 
　　　　19：00～20：30 
定　員■10名 
参加費■4,000円（2回分） 

レザークラフト教室 
日　時■12月6日（水）、13日（水） 
　　　　19：00～21：00 
定　員■10名 
参加費■1,000～1,500円（2回分） 

（全教室共通） 
対　象■勤労青少年ホームの利用登
録ができる方（15～35歳。中学・高
校生を除く） 
申込期間■11月24日（金）～30日（木） 

9：00～21：00 
申込方法■直接、勤労青少年ホーム
の窓口へお越しください。（土日は
除く。電話・代理での申し込みは不可。
定員を超えた場合は抽選。） 

●問 ●申　勤労青少年ホーム 
　　� 63ー2952　� 63ー6788

サントピア 
クリスマス短期教室 

お知らせ 

　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられるかたで介護保険被保険者証に
書かれている有効期間が平成18年11
月30日までの方には、更新申請書を
１０月初旬に送付させていただきました。 

要介護認定・要支援認定 
更新手続きのご案内 

　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。 

成分献血のお願い 

 

献血場所 
日　　時 
 

申込締切 

 
申込先 

問い合わせ先 
 

信楽開発センター 

11月27日（月） 

成分献血 
10:00、11:00、13:00、14:00、15:00

11月20日（月） 

信楽保健センター 
� 82ー3113 
� 82ー3138

水口保健センター 

12月14日（木） 

12月7日（木） 

水口保健センター 
� 62ー5336 
� 62ー5418

甲賀支所 

12月6日（水） 

11月29日（水） 

甲賀保健センター 
� 88ー6556 
� 88ー6557

※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。 

日　時■12月6日（水）13：00～16：00 
場　所■老人福祉センターフィランソ土山 
※１１月２２日（水）８：３０から予約受付 
日　時■12月14日（木）13：00～16：00 
場　所■甲南庁舎 
※１１月３０日（木）８：３０から予約受付 
定　員■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 

更新申請手続きはお済みでしょうか？ 
　今後も継続して介護保険サービス
の利用をご希望される方で、更新申
請手続きがお済みでない方は、11月
30日（木）までのなるべく早めに最寄
りの支所又は水口社会福祉センター
内介護福祉課で手続きをしてください。 

●問 　介護福祉課 
　　� 65ー0699　� 63ー4085
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