
情報のまど 

　今年も開場しました。皆さんのご利
用をお待ちしています。なお、天候に
より入場を制限することがあります。 
期　　間■8月31日（木）まで 
受付時間■9：00～16：00 
　　　　　　（休憩12：00～13：00） 
終了時間■16：30 
入 場 料■大人300円 
　　　　　小人150円（小・中学生） 
　　　　　幼児：無料 
　　※小学生以下は保護者の同伴が必要です。 

●問 　水口スポーツの森管理事務所 
　　�/��62ー7529 
 
 

水口スポーツの森プール 
ご利用ください 

　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 
　お願いしております。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 

水口保健センター 
8月10日（木） 
成分献血 

10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

8月3日（木） 

水口保健センター 
��62ー5336 
��62ー5418

成分献血のお願い 

　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方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7月
31日までの方には、更新申請書を６
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、7月31日（月）
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■8月2日（水）13：00～16：00 
場　所■老人福祉センターフィランソ土山 
　　　※７月１９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■7月21日（金）13：00～16：00 
　　　　8月18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■7月20日（木）13：00～16：00 
　　　　8月17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 

　現在、お使いいただいている高齢
受給者証の有効期限が７月３１日であ
るため、８月１日からお使いいただ
く新しい証（クリーム色）を７月下
旬に郵送でお届けします。 
　お手元に証が届きましたら、お名
前等間違いがないか確認してください。 
　また、受診をされるときは保険証
とあわせて必ず病院の窓口へ提示を
お願いします。 

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

国民健康保険高齢受給者証 
更新のお知らせ 

　土山子育て支援センターではアレ
ルギーをもつお子さんの保護者を対
象に２ヶ月に１回程度、不定期で「ア
レルギっ子の集い」を開催しています。
同じ悩みをもつ保護者同士が集まっ
て気軽にお話をしていただける情報
交換の場です。 

日　時■7月28日（金）10：00～11：30 
場　所■土山子育て支援センター 

※申し込みは必要ありません。当日
　直接会場へお越しください 

●問　土山子育て支援センター 
　　�/��66ー0375

第4回 
アレルギっ子の集い 

　年金制度の骨組み、老齢基礎年金、
老齢厚生年金、年金受給の事前準備など
をわかりやすく説明します。 

日　時■8月4日（金）13：30～15：30 
場　所■サンサンホール 
　　　　（草津市大路2丁目11－51） 
受講料■無料 
定　員■先着20名 
申込方法■前日までに電話またはFAX

　でお申し込みください。 

●問 ●申 　（社）滋賀県雇用対策協会 
　滋賀高齢期雇用就業支援コーナー 
　　��077ー527ー2201 
  ��077ー527ー2230

職業生活設計セミナー 

老齢年金の基礎編 

応募締切■8月31日（木）〔当日消印有効〕 
応募資格■県内に在住、通勤または

通学している方、または
県内の文学団体に所属し
ている方であれば誰でも
応募できます。ただし、
小・中学生は除きます。 

応募規定■ 
①小　説＞400字詰原稿用紙40枚以

上50枚以内（戯曲・脚本
を含む）1人1篇、時代・
現代を問わない。 

②随筆・評論＞400字詰原稿用紙5枚　
　　　　　　題自由　1人1篇 
③童　話＞1人1篇（1篇につき400

字詰原稿用紙15枚以内） 
④　詩　＞1人2篇以内（1篇につき

400字詰原稿用紙2枚以内） 
⑤作　詞＞1人2篇以内（1篇につき

400字詰原稿用紙2枚以内） 
⑥短　歌＞近詠1人3首 
⑦俳　句＞年間を通して雑詠1人3句 
⑧川　柳＞題「声」「動く」通じて1

人3句 
⑨冠　句＞題「掌に重く」「長い道」

「話好き」通じて1人3句 
⑩情　歌＞題「不意」「調べ」「サー

ビス」通じて1人3章 

第56回滋賀県文学祭の 
作品募集 

募　　集 

お知らせ 

　この運動は県民一人ひとりに交通
安全知識を普及し、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、交通事故の防止を図るために、
実施するものです。 

実施期間■7月15日（土）～7月24日（月） 
重点事項■ 
　●子どもと高齢者の交通事故防止 
　●シートベルトとチャイルド 
　　　　　　シートの着用の徹底 
　●飲酒・暴走等無謀運転の追放 

●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

夏の交通安全県民運動 

　創業・新規開業を考えているサラ
リーマン、OL、主婦、学生の方などや、
創業まもない企業経営者の方を対象
とした「湖南・甲賀創業塾」を開塾
します。講師陣には、（社）中小企
業診断協会滋賀支部から経営指導の
エキスパートが集まります。 

日　時■8月20日（日）、26日（土）、27日（日）、
　　　　　9月2日（土）、3日（日）、9日（土）の 
　　　　　10：00～13：00 
場　所■サンライフ甲西 
　　　　（湖南市中央1－1－1） 
定　員■30名 
　　　　（定員になり次第締め切り） 

●問 ●申 甲賀地域中小企業支援センター 
　　��65ー6282　��63ー1052 
　　水口町商工会 
　　��62ー1676　��63ー1052

湖南・甲賀創業塾受講生募集 応募方法■ 
①いずれの部門も、未発表の自作作
品で、他のコンクール、同人誌、新聞
等に応募していないものに限ります。 
②「第56回滋賀県文学祭参加申込書」
に必要事項を記入の上、応募作品1
部門につき1枚の「参加申込書」を
添付してください。 
●小説、随筆・評論、童話、詩、作詞部門 
市販の原稿用紙（縦書き）を使用
してください。ただし、ワープロ
を使用した場合は、原稿用紙で書
いた場合の枚数に換算して明記し
てください。なお、原稿用紙には
氏名を記入しないでください。た
だし、題名は記入してください。 
●短歌、俳句、川柳、冠句、情歌部門 
　別紙「参加申込書」の原稿用紙を
　使用してください。 
応募料■ 
1部門につき1，000円。 
現金書留または小為替（小為替に
は名前を記入しないこと。）で作
品および参加申込書と共に送付し
てください。 
応募先■ 
〒520－0044　大津市京町3－4－22 
　(財)滋賀県文化振興事業団 
（封筒の表に、朱書きで応募部門をすべ
　て書いてください。） 

●問　●申 滋賀文学会 事務局長  中村憲雄 
　　〒526 －0016　長浜市十里町91 
　　��0749ー62ー2507 

問　(財)滋賀県文化振興事業団　　
　　〒520 －0044　大津市京町３-４-２２ 
　　��077ー522ー6268

日　程■7月30日（日） 
場　所■陸上自衛隊大津駐屯地（大津市際川1丁目1-1） 
内　容■自衛隊現役パイロットによる職種説明等 

自  衛  官  募  集 

募集職種  受験資格 
（平成19年4月1日現在） 

航  空  学  生 
（パイロット） 

一般曹候補学生 

曹  候  補  士 

2等陸・海・空士 
（任期制隊員） 

18歳以上 
27歳未満の方 

18歳以上 
27歳未満の方 

18歳以上 
24歳未満の方 

高卒（見込含む） 
２１歳未満の方 

受付期間  

8月1日（火）～ 
9月8日（金） 
 

8月1日（火）～ 
9月8日（金） 
（男子は22日まで） 

男子9月24日（日）または26日（火） 
女子9月25日（月） 

1次    9月16日（土） 
2次  10月  7日（土）～13日（金） 

1次    9月23日（土・祝） 
2次  10月14日（土）～19日（木） 
3次  11月12日（日）～12月8日（金） 

試験期日  

●問 ●申　自衛隊草津募集事務所　　�/��077ー563ー8205

※詳しくは下記までお問い合わせください。 受験説明会 

　すっかり夏の風物詩となったこの
大会で一緒に江州音頭を踊りませんか。 

日　時■8月3日（木） 10：00～13：00 
場　所■京都市岡崎公園 
申込締切■7月20日（木） 

●問  ●申 商工観光課 
　　��65ー0708　��63ー4087

第２５回江州音頭フェスティバル京都大会 
参加者募集 
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