
情報のまど 

　むし歯予防のため、１日１回フッ
素洗口を家庭でしませんか。 
　フッ素は歯質を強化し、むし歯菌
がつくる酸の働きを弱めます。ブラッ
シングやおやつの工夫などと一緒に
毎日フッ素洗口を続けることでむし
歯の予防につながります。詳しくは
下記までお問い合わせください。 

対象児■4．5歳児及び小学校1～6年生 
対象地域■土山・甲南地域（甲賀・信
　　　　　　楽地区はすでに実施済み） 

●問　土山保健センター 
　　� 66ー1105　� 66ー2011 

　　甲南保健センター 
　　� 86ー5934　� 86ー5974

土山・甲南地域で 
家庭内フッ素洗口を開始 

　精神科の外来診療が１０月１日から
予約制になります。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。 

●問　公立甲賀病院 
　　� 62ー0234　� 63ー0588

公立甲賀病院からお知らせ 

募　　集 

　甲南消防署では、救急医療週間（９
月９日を含む１週間）にあわせて
「きゅうきゅう」をテーマに絵画を
募集しています。あなたが思う「きゅ
うきゅう」を自由に描いてください。
たくさんの作品をお待ちしています。
なお、表彰作品は甲賀市コミュニ
ティーバス車内へ一定期間掲示します。 

対　象■小学生以下の児童 

募集締切■9月30日（土） 
用　紙■Ａ3以下、種類は問いません 
受　付■甲賀広域行政組合甲南消防

署（〒520-3301甲南町寺庄
313-2）または甲賀分署（〒
520-3414甲賀町大久保1289）
まで、直接持参または郵送くだ
さい。 

●問 ●申　甲賀広域行政組合甲南消防署 
　　� 86ー3119　� 86ー0719

絵　画　募　集 
テーマは「きゅうきゅう」 

　地域生活支援センターこのゆびと
まれでは、センターを訪れる人たち
が集うサロンでのミニコンサートを
企画しています。あなたの音楽で地
域の皆さんとのコミュニケーション
作りをしてみませんか。楽器演奏を
披露してくださる方を募集しています。
みんなと一緒にできるイベント等、
音楽以外のことでも相談に応じます。
詳しくは、下記までお問い合わせく
ださい。サロンには、電子ピアノと
打楽器があります。 

●問  地域生活支援センター 
　　　　　　このゆびとまれ 
　　〒520-3213　湖南市大池町10-1 
　　� 75ー8949　� 75ー8950

コンサートで楽器演奏を 
しませんか 

　９月は同和問題啓発強調月間です。
「何気ない一言が心に深い傷を負わ
せていませんか。」お互いに思いや
りと優しさを身につけるため、この
機会に今一度自身を見つめてみませ
んか。その思いを標語に託し、広く
啓発するため、皆さんの温かさあふ
れる作品をお待ちしています。 
　なお、優秀作品は甲賀市ふれあい
人権カレンダーおよび啓発リーフレッ
ト等に掲載します。 

応募資格■市内に在住又はお勤めの
　　　　　方で小学生以上の方 
応募点数■１人１点（未発表の作品。応

募作品はお返ししません。） 
応募方法■標語、氏名（フリガナ）、住

所、電話番号（小・中・高校
生の方は、学校名と学年）
を記入し、はがき・ＦＡ
Ｘ・メールで応募してく
ださい。 

応募締切■10月16日（月） 

●問 ●申　人権教育課 
　　〒520-3393　甲南町野田810 
　　� 86ー8024　� 86ー8380 
　　  Ｅ-mail　koka615000@city.koka.shiga.jp

人権啓発標語募集 

　この秋、甲賀映画祭では、「太陽
がいっぱい」「サウンド・オブ・
ミュージック」「道」「戦場のメリー
クリスマス」「鴛鴦歌合戦」「春が
来れば」「ダック・シーズン」など
の内外の名作、アジアやラテン映画
の話題作１７作品の上映を予定してい
ます。この映画祭にあなたもぜひ参
加してみませんか。 

主な業務■事前広報、会場運営、ゲ
スト応対、取材応対、展
示物の陳列、映画フィル
ムの搬出入、機材搬出入、
セッティング補助、プロ
ジェクター投影など（相
談のうえ協力いただける
業務を決定）  

参加資格■映画祭開催日（10月15日・20

日・21日・22日）の4日間のう

ちで1日以上参加できる方。 
募集締切■10月11日（水） 
申込方法■下記へお申込みください。 
その他■市のボランティア保険へ加

入します。 

●問 ●申　甲賀映画祭事務局（碧水ホール） 
　　� 63ー2006　� 63ー0752 
　　　E-mail　　  info@cinepa.jp 
　　　　ホームページ　http://cinepa.jp/

第2回甲賀映画祭 
ボランティア募集 

おしどり 

　紫香楽和紙ハガキに書いた絵てが
みを募集します。 

申込方法■紫香楽和紙ハガキは下記
へお申し込みください。
絵てがみのテーマは「日
本の秋」・「甲賀の秋」
です。ハガキの表には必
ず「住所、氏名」を書い
てください。（団体可） 

募集締切■10月5日（木）までに投函し
　　　　　 てください。 

絵てがみ展・コンテストの開催 

日　時■10月23日（月）～31日（火）
　　　　 9：00～17：00 
場　所■ワークセンター紫香楽2階

●問 ●申　ワークセンター紫香楽 
　　〒５２９-１８１２　信楽町神山494-1 
　　� 82ー2198　� 82ー2199

第3回みんなで 
「絵てがみ」を送ろう 

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9
月30日までの方には、更新申請書を
８月初旬に送付させていただきました。
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
の利用を希望される方で、更新申請
手続きがお済みでない方は、9月29
日(金)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

要介護認定・要支援認定 
更新手続きのご案内 

日　時■10月4日（水）13：00～16：00 
場　所■老人福祉センターフィランソ土山 
　　　※９月２０日（水）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 

※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■10月6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■10月19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 

　広く県民に交通安全思想を普及し、
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
通事故を防止しようとこの運動を実
施します。 

実施期間■9月21日（木）～9月30日（土）
重点事項■ 
・高齢者の交通事故防止 
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗車中の交通事故防止 
・後部座席を含むシートベルトとチャ
イルドーシートの正しい着用の
徹底 
・飲酒運転等悪質・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 

　　市民生活課 
　　� 65ー0686　� 63ー4582

秋の全国交通安全運動 
　なぜ信楽に都は造られたのかをテーマ
に最新の発掘調査成果に基づいた講演
会を開催します。 

日　時■10月1日（日）13：30～15：45 
会　場■黄瀬交流館「さらら」 
　　　　（旧称黄瀬公民館） 
講　師■滋賀大学教育学部 
　　　　　　　小笠原好彦　教授 
　　　　県教育委員会 
　　　　　　　大道和人　主任技師 
参加費■無料（当日受付、先着順） 
主　催■紫香楽宮跡保存会・甲賀市

教育委員会 
●問　文化財保護課　埋蔵文化財係 
  � 86－8026　� 86－8036

ふるさとの歴史を学ぶ 
第4回文化講座 歴史講演会のお知らせ 

　今年は、「事業所・企業統計調査」
の年です。これからのまちづくりに
活用するため、１０月１日現在の事業
の種類や従業員数など、事業所・企
業の活動の基本となる事項について
調査を行います。全国すべての事業
所・企業が対象です。 
　９月下旬から調査員がお伺いします。
調査員は「調査員証」を必ず携行し
ていますので、必ずご確認のうえ調
査にご協力ください。 

●問　企画政策課 
　　� 65ー0670　� 63ー4554

10月1日は 
事業所企業統計調査 

　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 
問い合わせ 

甲南支所 

9月20日（水） 
成分献血 

10：00、11：00、13：00 
14：00、15：00

9月19日（火） 

200ml献血、400ml献血 
10：00～12：00 
13：00～15：00

申し込み不要 

甲南保健センター 
� 86ー5934 
� 86ー5974

献血のお願い 

おがさわらよしひこ 

おおみちかずと 
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