
お知らせ 

　毎月第3火曜日 19：00～21：00 
　毎月第土曜日　   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（事前申込必要です。） 

５月は、次の日程で実施します。 

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 

　新しい年度が始まり１ヶ月余りが経ちました。お宅のお子様は学校や園での生活
に慣れてこられてきたでしょうか？　この時期は、環境が変わったことや生活リズ
ムに見通しの立たないことで不安が増し、学校・園生活や学習のこと、集団の中で
の過ごしにくさ等が原因となって、心や体に不調が出てくることの多い時期です。 
　お子様のことで悩み事や困っておられることがあれば、臨床心理士やカウンセラー
が相談に応じます。お気軽にご相談ください。 

【相談場所・日時】 

 

 

 

 

 

 

 

・予約制としますので、事前に通学・通園されている学校・園を通して申し込んでください。 

　（直接、各問い合わせ先への申し込みも可能です） 

・相談時間は、約45分間です。　　・電話による相談も受け付けています。 

●問　教育研究所　　� 86ー8100　� 86ー8196

平成18年度  教  育  相  談 

場　　所 問い合わせ 相談日 時　　間 

甲賀市適応指導教室相談室 �65-5512 毎週　金曜日   9：45～18：00

かふか生涯学習館教育相談室 �88-7588 第2、第4、第5 
水曜日 10：00～17：00

土山開発センター談話室 �65-5512 毎週　水曜日 13：45～17：15

信楽子育て支援センター2階やまびこ教育相談室 �82-2641
毎週水曜日及び月、 
木曜日（各月1回） 10：00～17：00

甲南子育て支援センター相談室 �86-8100 毎週月、水、金曜日 
の内1 2時間   9：00～17：30

情報のまど 

受付期間■5月17日（水）～24日（水） 
　　　　　（土・日を除く9：00～17：00） 
使用開始日■6月1日（木） 
募集区画■甲賀駅南駐車場　3区画 
　　　　　甲南駅前駐車場　1区画 
　　　　　油日駅前駐車場 17区画 
※申込者多数の場合は抽選となります。 

●問 ●申  市民生活課　生活交通係 
　　� 65ー0686　� 63ー4582

市営駐車場の利用者募集 

計量法にもとづき、７月初旬に「は
かり」の定期検査が予定されています。
これに先立ち、市内の「はかり」を
調査します。対象となる「はかり」
をお使いの方で今回初めて検査を受
けられる方は、商工観光課までお申
し出ください。 

締　切■5月19日（金） 
●対象の「はかり」は、次に該当するものです。 
①商品や生産物等の取引に使用している。

　（薬局を含む） 

②公共機関、病院、事務所などで計量の

　証明に使用している。 

●問 ●申 　商工観光課 
　　� 65ー0707　� 63ー4087

「はかり」の種類と 
数の調査について 

日　時■5月16日（火）19：00～21：00 
　　　　　  20日（土）  9：30～11：30 

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■5月21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

　豊かな美しい湖を未来へ引き継ぐこ
とや湖への希望、湖の恵みへの感謝、
湖をきれいにすることの大切さなどを
表現したテーマを募集します。 

応募資格■小学生以上の方 
　　　　　（居住地は問いません） 
使用用語■テーマの中に「湖」を使用
　　　　 する場合は、「うみ」と読
　　　　 ませてください。また、「琵
　　　　 琶湖」のように地域を特
　　　　定する言葉の使用は避
　　　　 けてください。 
応募締切■5月31日（水）当日消印有効 
応募方法■はがき、FAX等に 大会テー
　　　　　マ（複数可）、住所、氏名（ふ
　　　　　りがな）、年齢、職業（学生の
　　　　　場合は、学校名、学年）、電話
　　　　　番号を明記してください。 

●問 ●申 第27回全国豊かな海づくり大会 
　　　　滋賀県実行委員会事務局 
　〒５２０-８５７７　大津市京町四丁目１-１ 
　県庁全国豊かなうみづくり大会準備室内 

　　� 077ー528ー3881 
　　� 077ー528ー4899

平成19年秋開催 
第27回全国豊かな海づくり大会 
～びわ湖大会～  テーマ募集 

うみ 

うみ うみ 

うみ 

申込受付期間■6月1日（木）～6月30
　　　　　　　日（金）の執務時間中
　　　　　　　（8：30～17：15） 

【募集職種】保健師2名 
　　　　　　（平成18年7月採用） 
受験資格■昭和46年4月2日以後に生
　　　　　まれた方で、保健師免許
　　　　　を有する方、または18年
　　　　　6月30日までに取得見込
　　　　　みの方 
申込受付期間■5月31日（水）の執務時間
　　　　　　　　 中（8：30～17：15）まで 

　その他詳しいことには、下記まで
お問い合わせください。 

●問　職員課 
　　� 65ー0668　� 63ー4554

　下記のとおり正規職員の募集を行っ
ています。 

【募集職種】保育士・幼稚園教諭3名 
　　　　　　（平成19年4月採用） 
受験資格■昭和52年4月2日以後に生
　　　　　 まれた方で、保育士資格か
　　　　　つ幼稚園教諭免許を有す
　　　　　る方、または19年3月31
　　　　　 日までに取得見込みの方 

平成18年度甲賀市職員 
採用試験の実施について 

　気持ちのよい新緑の季節になりま
した。甲南ふれあいの館でオリジナ
ルの陶器を作ってみませんか？ 
　参加ご希望の方は、下記までお申
し込みください。 
日　時■5月20日（土）10：00～12：00 
場　所■甲南ふれあいの館 
定　員■25名（先着順） 
受講料■500円（材料代） 

●問 ●申　陶芸ボランティア 
　　　　　甲南ふれあいの館 
　　　　�/� 86ー7551

ふれあい陶芸教室 

　―バランスボールで心地よい汗をかこう！― 
直径約５５㎝のおおきなゴムのボール
（バランスボール）を使って運動を
してみませんか？ 
日　時■6月7・14・21・28日、　　　　
　　　　7月5・12・19日（水曜日・計7回） 
　　　　20：00～21：00 
場　所■甲南体育館 
募集人員■25人 
　　　　　（定員になり次第締め切ります） 
参加料■2,000円 
　　　　（申込み時に持参ください） 
締　切■5月31日（水） 
その他■・申込者が少ない場合は開
　　　　講できないことがあります。 
　　　　・締切りを過ぎてからの返
　　　　金はできません。 

●問 ●申　甲南B＆G海洋センター 
　�/� 86ー6971（月曜日は休館） 

元気はつらつ教室 

教　　室 
　英語を学ぶだけでなく外国の文化
も学びましょう。 
　講師はニュージーランド出身のす
てきな先生です！ 
日　時■6月1日～8月3日の 
　　　　毎週木曜日　全10回 
　●基礎コース　　 19：30～20：30 
　●アドバンスコース　20：40～21：40 
対　象■大人（高校生以上） 
　　　　　基礎コース・アドバンス
　　　　　コース(英検2級程度以上) 
　　　　　コース分けのための簡単
　　　　　なインタビューあり（5月
　　　　　22日16：00～20：00） 
場　所■水口中央公民館 
講　師■アンドリュートッド  
　　　　（英会話講師） 
受講料■会　員　　　10,000円 
　　　　非会員　　　12,000円 
　　　　ただし、両コース共テキス
　　　　ト代は別途徴収 
募集人数■各コース共10名（先着順） 
申込締切■5月19日（金） 

●問 ●申　甲賀市国際交流協会 
　　　　�/� 0748ー63ー8728 
　　　　　　　（10：00～17：00） 

英会話教室 
「いっしょに英語で話そう」 募　　集 

期　間■6月1日（木）～8月31日（木） 
定　員■6名（面接により決定） 
対　象■18歳以上（高校生を除く） 
　　　　65歳未満 
　　　　救急講習会5月29日（月） 
　　　　18：00～を受講できる方 
時　給■800円 
面接日■5月27日（土）　10：00～ 
　　　　（履歴書持参） 
　　　　甲南B＆G海洋センター会議室 
応募締切■5月25日（木）20：00まで 
　　　　　（但し休館日は除く） 
応募方法■所定の申込用紙に記入の上、
　　　　　下記までお申し込みお申
　　　　　し込みください。 

●問 ●申　甲南B＆G海洋センター 
　　　　�/� 86ー6971

甲南B＆G海洋センタープール 
監視員募集 

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【6月の開催予定日】 

●信楽中央公民館　2日（金） 
・コサージュを作ろう 
●信楽中央公民館　9日（金） 
・雨の散歩 
●信楽中央公民館　16日（金） 
・体育あそび 
●特別養護老人ホーム信楽荘  23日（金） 
・たなばた飾りを作ろう（世代間交流） 
●信楽中央公民館　30日（金） 
・たなばたの集い 
対象：市内の未就学児とその保護者 

●問 　信楽中央公民館 
　　� 82ー8075　� 82ー2463

【6月の開催予定日】 

●ホッとスペース 
　　《開催時間　午前10：00～12：00》 

　　  5日（月）甲賀町佐山荘 
　　19日（月）上野教育集会所 
●あそぼう広場（毎週水曜日） 
　　《開催時間　午前10：00～12：00》 

　　とき■7日・14日・21日・28日 
　　場所■にんくる児童館 
対象：旧甲賀町の未就学児とその保護者 

●問 　かふか生涯学習館 
　　� 88ー4100　� 88ー5055

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【6月の開催予定日】 

●貴生川公民館　1日（木）・15日（木） 
・家庭教育ミニ講座/笹かざり作り 
●水口中央公民館　6日（火） 
・家庭教育ミニ講座 
●岩上公民館　8日（木） 
・音を楽しむ“子育てに音楽を” 
●伴谷公民館　22日（木） 
・体育あそび 
●柏木公民館　27日（火） 
・たなばたあそび今むかし 
対象：市内の未就学児とその保護者 

●問 　生涯学習課 青少年対策室 
　　� 86ー8022　� 86ー8380

水口子育て広場 
　　　おしゃべりサロン 
水口子育て広場 
　　　おしゃべりサロン 

広報あいこうか2006.5.15広報あいこうか 2006.5.1517 16


