
情 報 の ま ど 

　１日社会保険相談所の開設日は次のとお
りです。 
日　時■6月14日（水）・28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 
受　付■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 
　　 市役所保険年金課 
　　� 65ー0688　� 63ー4582 
　　（市役所では予約申込みできません） 

6月の1日社会保険 
相談所の開設 

①マンション管理補助員技能講習 
日　時■7月11日～26日の間　　　
場　所■大津市滋賀ビル 
対　象■55歳～68歳 

②介護講習訪問介護員 
　　（ホームヘルパー）2級課程 
日　時■6月26日～7月にかけて順次開講 
場　所■大津市を含む県内5会場 
対　象■55歳～65歳 
参加費■①②とも無料 
※申し込み多数の場合は抽選。詳細
　は下記までお問い合わせください。 

●問 ●申　（社）滋賀県シルバー 
　　　　　　　人材センター連合会 
〒520-0051  大津市梅林1丁目3番10号 
　　� 077ー525ー4128 
　　� 077ー527ー9490

再就職・就業を目指す 
シニアの方の技能講習、介護講習開催 

日　時■6月4日（日）10：30～15：00 
　　　　※13：00～14：00まで相続登
　　　　記の説明会を同時開催 
場　所■ウイングプラザ4階 
　　　　（ＪＲ栗東駅前） 
相談内容■登記、人権、戸籍・国籍、供託、
　　　　　公証相談 
相談担当者■法務局職員、公証人、司
　　　　　　法書士、土地家屋調査士 
※相談は無料で秘密は厳守されます。 

●問 　大津地方法務局　総務課 
　　� 077ー522ー4671 
　　� 077ー528ー2204

法務局なんでも相談所 

日　時■6月22日（木） 
　　　　13：00～16：00 
場　所■水口社会福祉センター 
　　　※６月８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 

　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■6月14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　商工観光課 
　　� 65ー0710　� 63ー4087

労働相談窓口の開設 

　６月１日から７日まで、上記スロー
ガンのもと、全国一斉に第４８回水道
週間が行われます。 
　私たちが毎日使用している水道水は、
電気やガスなどとともに生活に欠か
せないものですが、この大切な資源
も無限のものではありません。水の
惑星と呼ばれる地球ですが、世界的
に自然環境の悪化や地球温暖化が進み、
汚染や枯渇により生活していくうえ
で必要な水を手に入れられない地域
もあります。私たちが安全でおいし
い水を利用するため、また未来の世
代にきれいな水を残していくため、
一人ひとりが水を大切に使い、自然
環境を汚さない心がけが肝心です。
この機会にあらためて水の大切さに
ついて考えてみましょう。 

●問　上水道業務課 
　� 86ー8014　� 86ー8032

第48回水道週間 
「安全と  おいしさごくり  水道水」 

　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
いて学習します。 

「エコライフを楽しもう！」 
日　時■6月24日（土）　10：00～12：00 
　　　　　講師　　平井　喜之 さん 
　　　　（前滋賀県地球温暖化防止活動推進員） 
開催場所■甲賀市共同福祉施設 
　　　　　（サントピア水口）教養文化室 
参加費■無料 
定　員■各講座50名 
参加申し込み■講座開催日の3日前まで 
※定員になり次第締め切ります 

●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１回）開催 

●信楽高原鉄道＋コミュニティバス乗り放題 
　料金■大人 1，000円　こども  500円 
　※市内の協力店で割引などの特典あり。 
●コミュニティバス乗り放題 
　料金■大人　 500円　こども  250円 
　※市内の公共施設等の特典あり。 
　詳しくは下記までお問い合わせください。 

●問 企画政策課 
　　� 65ー0672　� 63ー4554

「市内周遊1Ｄayチケット」発売中 

「街道てくてく旅～ 
　　　　東海道五十三次完全踏破～」 
　街道では人々が営々として築いて
きた生活や文化の片鱗を見ることが
できます。東京から京都までの歩く
旅が、ハイビジョン放送で生中継さ
れます。ぜひご覧ください。 

旅　人■岩本輝雄氏 
　　　（元サッカー日本代表） 

　土山宿　 

日　時■6月9日（金）　8：00～ 8：15 
　　　　（NHKハイビジョン） 
　　　　21：45～22：00（再BS2） 
場　所■東海道伝馬館 

　水口宿 

日　時■6月12日（月）8：00～8：15 
　　　　（NHKハイビジョン） 
　　　　19：45～20：00（再BS2） 
場　所■中部コミュニティーセンター 

●問 　商工観光課 
　　� 65ー0708　� 63ー4087

NHK衛星ハイビジョン中継 
がやってくる！ 

お知らせ 

情 報 の ま ど 

　常勤医師の減員により夜間・休日
等における救急診療体制（救急告示
病院）基準を満たすことが困難となり、
６月１日から救急車による患者の受
け入れを辞退せざるを得ない状況と
なりました。ご迷惑をお掛けするこ
とになりますがご理解をよろしくお
願いします。なお、診療時間内の救
急外来患者の診察につきましては可
能な限り対応させていただきます。 

●問　水口市民病院 
　� 62ー3346　� 63ー1728

水口市民病院からのお知らせ 

　６月は下記日程で実施します。 
日　時■6月17日（土）  9：30～11：30 
　　　　　  20日（火） 19：00～21：00 
 毎月第3火曜日　19：00～21：00 
 毎月第3土曜日　  9：30～11：30 
 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■6月18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 

　退職金制度を設けたい場合は、国の「中
退共制度」により、安全・確実・有利な
制度が手軽に作れます。 
　この制度に新しく加入した企業には、
掛金月額の１/２（従業員ごと上限５，０００円）
を加入後４か月目から１年間、国から助
成されます。 
　また、途中で掛金を増額した場合（増
額前の掛金が１８，０００円以下）には、増額
分の１/３を１年間、国から助成されます。 

●問　独立行政法人 勤労者退職金共済機構 
　　 中小企業退職金共済事業本部 
　　 大阪退職金相談コーナー 
　　� 06ー6536ー1851 
　　� 06ー6536ー1850

退職金づくりは「中退共」で 

　地域医療の１つとして、皆さんにご利
用いただいています甲南診療所（旧：野
川診療所）の診療日・診療時間が今年度
から次のように変更となりました。また
都合により臨時休診とさせていただくこ
とがありますので、ご了承ください。 

診療時間■ 

毎週火・木曜日：受付時間8：30～12：00 
毎週金曜日 　：受付時間14：30～17：00 
（ただし、祝日は休診とさせていただきます） 

●問   保険年金課 
　　� 65ー0689　� 63ー4582 
　　甲南診療所 
　　�/� 86ー2552

甲南診療所の診療日 
診療時間の変更 

期　間■6月1日（木）～8月31日（木）
入水時間■ 
①  9：30～12：00、②13：00～15：00 
③15：30～18：00、④18：30～21：00 
入場料■大人：100円 
　　　　小人：  50円（中学生以下） 
休館日■月曜日、祝日の翌日 
その他■※就学前及び、中学生以下の
　　　　　夜間④の入水は、保護者同
　　　　　伴とします。 
　　　　※乳児（おむつ使用）の入水は
　　　　　できません。 
　　　　※水質管理上、入水を制限
　　　　　することがあります。 

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

甲南B&G海洋センター 
プール　オープン!!　 

　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 

甲賀支所 
6月14日（水） 

成分献血　　10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

6月7日（水） 

甲賀保健センター 
� 88ー6556 
� 88ー6557

甲南支所 
6月23日（金） 

6月19日（月） 

甲南保健センター 
� 86ー5934 
� 86ー5974

信楽開発センター 
6月15日（木） 

6月8日（木） 

信楽保健センター 
� 82ー3113 
� 82ー3138

成分献血のお願い 

　計量法にもとづき、商店や工場、病院、薬局等で取引や証明に使用する「はかり」
は２年に１回精度を確認するよう義務付けられています。対象の「はかり」をお使
いの方は、下記の日時と場所で定期検査を受検してください。なお受検には申込が
必要です。詳しくは下記までお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　検査当日は、計量協会から送られる受検票をご持参ください。検査には「はかり」
の能力に応じて手数料が必要となります。 

●問 ●申　商工観光課　　� 65ー0707　� 63ー4087

「はかり」の定期検査のお知らせ 

検査の実施機関　㈱滋賀県計量協会 
検査期日 

７／３（月） 

検査時間 

１１：３０～１４：００ 

検査会場 

甲賀支所 

所在地 

甲賀町相模173番地1号 

対象地域 

甲賀町 

７／４（火） １１：００～１５：００ 甲南庁舎別館 甲南町野田810番地 甲南町 

７／６（木） １１：００～１５：００ 土山支所車庫 土山町北土山1715番地 土山町 

７／７（金） １０：３０～１２：００ 
緑地等管理 
中央センター 

信楽町上朝宮467番地 信楽町 

７／７（金） １３：３０～１５：００ 信楽開発センター 信楽町長野1251番地 信楽町 

７／１１（火） １０：３０～１６：００ 水口中央公民館 水口町本丸1番20号 水口町 

７／１２（水） １０：３０～１６：００ 〃 〃 
水口町 
未受検者 
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