
　市では、地域社会の役割と責任を持った市民が、福祉、防災、環境、まちづく
り、国際交流、教育、文化など様々なテーマについて自ら主体的に取り組む市民
活動を支援する目的で補助金を交付しています。平成１８年度も昨年に引き続き「市
民団体立ち上げ支援補助金」、「市民団体充実発展補助金」を交付することとし
下記の内容で説明会を開催しますので、応募を検討されている市民活動団体の皆
さんはぜひお越しください。 

説明会日時■5月25日（木）　18：30～21：30 
内　容■ ○昨年度に市民活動支援補助金を受けた団体の成果発表 
　　　　 ○「平成18年度市民活動支援補助金」についての説明 
場　所■甲賀市社会福祉センター　1階ホール 

対象事業‥‥2007年3月31日までに市内で実施される事業で、自主性、自立性に　　
　　　　　　基づき継続性があり、市が実施する他の財政的支援制度を受けな　　
　　　　　　いもの。また、営利を目的とするもの、政治的、宗教的活動、サークル 
　　　　　　や趣味の会が親睦を目的に実施する催しは対象となりません。 

団体の条件‥‥市内に活動の拠点を有する団体で、団体の構成員となるのに条件が
　　　　　　　なく、市民誰もが自由に参加できる団体（町内会やPTAなど一定の資
　　　　　　　格要件を要する団体は対象外とします） 

その他、補助金額など詳しいことのお問い合わせは下記までお願いします。 

●問　市民生活課コミュニティ推進係　　　� 65ー0687　� 63ー4582

「市民活動支援補助金」成果発表会・応募説明会のご案内 

情報のまど 

　５月３０日はごみゼロの日です。 
　市では、散在性ごみのない美しい町を目指し、この日
の前後に市民の皆さんでごみを拾い、ごみのポイ捨て
について考える「ごみゼロ大作戦」を次のとおり実施し
ます。支所単位で行いますので、多くの方のご協力を
お願いします。 

活動内容■ 

　道路端のポイ捨てごみの回収などを行っていた

だきます。 
　当日は、作業のできる服装（手袋、火ばさみも携行
してください。）でご参加ください。なお、参加者が
万が一けが等負われた場合は、市が加入するボラン
ティア保険により対応させていただきます。 

ごみゼロ大作戦にご参加ください 
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実施日時および集合場所■ 
　　　　　　　5月28日（日）　8：00～10：00 
※午前７時に実施の有無を決定します。荒天等により
　不明瞭な場合は各支所におたずねください。 

●水口支所管内：水口スポーツの森河川敷地 
●土山支所管内：青土ダム・リップルチャチャバス停 
●甲賀支所管内：大原ダムキャンプ場駐車場 
●甲南支所管内：甲南第三小学校 
●信楽支所管内：谷川会館 

　●問　環境課　� 65ー0690　� 63ー4582

水口支所　� 62ー1621

土山支所　� 66ー1102

甲南支所　� 86ー8010

信楽支所　� 82ー8060

甲賀支所　� 88ー4102
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　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 
6月7日（水） 
成分献血 

10：00、11：00、13：00、14：00、15：00

5月31日（水） 

水口保健センター 
� 62ー5336 
� 62ー5418

成分献血のお願い 

信楽支所 

JRこうか 

甲南診療所 

お知らせ 

日　時■5月21日（日）8：00～11：00 
場　所■水口町水口地先（水口橋下流左岸） 
主　催■滋賀県、甲賀市、湖南市 
実施概要■湖南市、甲賀市消防団員に
よる水防活動（木流し工、シート張工、
月の輪工、釜段工、積土のう工、改
良積み土のう工） 
会場内には、「土木事業関連パネ
ル展」「土のう作り体験コーナー」
があります。ぜひご来場ください。 

●問　総務課 
　　� 65ー0665　� 63ー4554

平成18年度 
滋賀県水防訓練の実施について 

　毎年市立病院では、「看護の日」行事
を開催しています。看護や介護に関心の
ある方、実体験してみませんか。ご相談も
お受けしています。たくさんの方の参加を
お待ちしています。 

● 信 楽 中 央 病 院 ● 
日　時■5月26日（金）13：30～16：00 
場　所■信楽中央病院　1階ロビー 

●問　信楽中央病院看護部 
　　� 82ー0249　� 82ー3060 

● 水 口 市 民 病 院 ● 
日　時■5月27日（土）13：30～15：30 
場　所■水口市民病院　1階ロビー 

●問　水口市民病院看護部 
　　� 62ー3346　� 63ー1728

市立病院 [看護の日]行事 

　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5月
31日までの方には、更新申請書を４
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
利用をご希望される方で、更新申請手
続きがお済みでない方は、5月31日
（水）までのなるべく早い時期にお近
く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■6月7日（水）13：00～16：00 
場　所■土山老人福祉センター 
　　　※５月２４日（水）８：３０から予約受付 
日　時■6月15日（木）13：00～16：00 
場　所■甲南庁舎 
　　　※６月１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 

※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■5月26日（金）13：00～16：00 
　　　　6月16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■5月18日（木）13：00～16：00 
　　　　6月15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 

　工事のため、下記の期間は通行規制さ
れますので通行される際はご注意ください。 
工事規制区間■ 
名神高速道路  吹田IC～春日井IC　上下線 
工事規制期間■ 
5月29日（月）朝5：00～6月10日（土）朝6：00 
規制方法■昼夜連続車線規制 

※工事期間中の６月３日（土）～４日（日）は
　京都南IC～京都東IC間のみ工事規
　制を実施します。 

●問　西日本高速道路株式会社 
　　　　0120ー87ー1620 
　　受付時間■平日9：00～17：00 
　　〔工事期間中は24時間対応〕 

名神リフレッシュ工事 

日　時■5月27日（土）13：00～16：00 
　　　　（12：30　受付開始） 
場　所■大津地方・家庭裁判所（ＪＲ大津 
　　　　駅から琵琶湖側へ約200ｍ） 
定　員■50人 
内　容■①裁判員制度の解説（ビデオ
　　　　　上映，裁判官による解説） 
　　　　②裁判員等の選任（参加申込
　　　　　者から事前に裁判員等を抽
　　　　　選により選任） 
　　　　③裁判員模擬裁判（現住建造
　　　　　物等放火事件） 
　　　　④評議 
　　　　⑤質疑，応答 
申込方法■申込専用電話にお申し込み
　　　　　ください。（土、日、祝日を除
　　　　　く9：00～17：00まで）なお、
　　　　　定員になり次第、受付を終
　　　　　了させていただきますので、
　　　　　ご了承ください。 
申込締切■5月24日（水） 
申込先■ 
  大津地方裁判所事務局  総務課庶務係 
  申込専用電話  �090ー2389ー3466 

●問 大津地方裁判所 
　� ０７７-５２２-４２８１  � ０７７-５２２-８３７４ 

裁判員模擬裁判体験ツアー 

　このえびすライブ総集編は、精神障が
いのある人たちへの理解と支援の輪を広
げていくための一環として年に１回開催し
ているライブイベントです。ぜひお気軽に
お越しください。 

日　時■6月4日（日）11：00～16：00 
場　所■信楽開発センター大ホール 
内　容■ 
・プロのシンガーソングライター森圭一
郎さんをはじめ実力派計９バンドの演奏 
・親友会のひまわり喫茶 
・市内外の障がい者作業所や子育て
　中のお母さんらによる模擬店の出店 
参加費■300円（1ドリンク付） 
　　　　中学生以下は無料 

●問 甲賀市社会福祉協議会 
　  信楽地域福祉活動センター内 
  　精神障がい者支援グループ 
　　　　　　　　「親友会」事務局 
　　� 82ー8031　� 82ー1488

親友会 
えびすライブ総集編vol.2

催　　し 
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