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夜 空 旅 人（天体観望会）
「星に願いを…」

日　時／8月23日（土）19：30〜21：30
場　所／かふか生涯学習館
※天侯により中止する場合があります。

問・申…かふか生涯学習館
　　 88-4100　 88-5055

みなくち子どもの森
しぜん学習会

「野洲川で生き物を探そう」
日　時／9月7日（日）10：00〜12：00

（雨天・増水時は中止）
集合・解散／みなくち子どもの森自然館前
定　員／子ども（小学生以上・保護者同

伴）〜大人30名（先着順）
参加費／100円（資料代）
申込締切／9月5日（金）
申込方法／参加する人全員の住所・氏

名・年齢・電話番号を下記まで。

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

みなくち子どもの森
夏休みショートコース

（8月後半分）
8/16（土） 草木で染めるバンダナ　

材料費／600円
8/17（日） クマの松ボックリ人形

材料費／100円
8/23（土） 化石のレプリカ

材料費／200円
8/24（日） 小枝でおもちゃを作ろう

材料費／150円
8/30（土） ハスの実を使ったクラフト

材料費／100円
8/31（日） 化石のレプリカ

材料費／200円
時　間／各回とも14時〜（1時間程度）
申　込／事前申込不要。
定　員／事前申込不要。定員30名（開

始15分前から受付）
※材料費以外に自然館入館料
　（大人200円、小中学生100円）が必要

問…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

あいこうか市民ホール
ロビーコンサート

第3夜：VIVA BRASS!
シンパシー・ブラスアンサンブル

内　容／トランペットの今井良雄が参
加する金管楽器アンサンブル

日　時／8月22日（金）19:00開演
　　　　（18:30開場）
場　所／あいこうか市民ホールロビー
入場料／無料（100席限定）

問…あいこうか市民ホール
　　 62-2626　 62-2625

最新型64列マルチスライスＣＴ装置導入 公立
甲賀病院

検査の待ち時間を短縮

　公立甲賀病院では、CT検査の増加による検査待ち時間の短縮、緊急検査
にスムーズに対応するため、従来の4列CT装置を64列マルチスライスCT装
置に更新し、新たに16列マルチスライスCT装置を導入しました。
　64列CT装置は、64断面を超高速で同時に撮影できるもので、①心臓の冠
動脈や抹消血管の撮影②放射線被爆量の減少③撮影時間の大幅な短縮④広
範囲の精密な撮影等が可能となりました。16列マルチスライスCTについて
も、心臓以外の領域では64列CTとほぼ同等の検査が可能です。
　これら2台のCT装置を有効に活用し、地域住民の皆さんに質の高い医療
を提供したいと考えています。

n

手
先
等
の
抹
消
血
管
も
描
写
で
き
ま
す

n

広
範
囲
撮
影
を
1
度
の
息
止
め
検
査

　

で
行
え
ま
す

問い合わせ　公立甲賀病院　管理課　☎62-0234　ＦＡＸ63-0588

「情報のまど」に掲載している内容の詳細については、
各担当へお問い合わせください。

創作忍者料理コンテスト
オリジナル料理レシピ募集

目　的／甲賀流忍者発祥の地らしい「忍
者」をイメージしたアイデア
料理を公募して、観光客や地
元住民に親しまれる名物料理
づくりの参考とします。

募集内容／甲賀流忍者をイメージしたオ
リジナル料理レシピ（和風・洋風・
中華・お菓子などなんでも可）

募集期間／ 8月20日（水）〜9月30日（火）
※入賞商品には、賞金および景品を贈
呈。詳しい内容及び専用申込用紙は、
8月20日以降の甲南町商工会のホー
ムページをご覧ください

問・申…甲南町商工会
　　 86-2016　 86-5818

LAKE BIWA
JAZZ FES 2008

〜届けます！本場ニューヨークのジャズ〜

日　時／8月29日（金）19：00開演
（18：30開場）

場　所／県立陶芸の森信楽ホール
入場料／＜前売＞一　　般　 2,500円
　　　　　　　  18歳以下　 2,000円
　　　　　　　　　(当日各500円増)
出　演／中井勉トリオ

中井勉(ギター)・ 田井中福司
（ドラム）from NY
小野みどり(ハモンドオルガ
ン) from OSAKA

※全席自由席
問・申…あいこうか市民ホール
　　 62-2626　 62-22625

お詫びと訂正
　8月1日号７ページ第３回人権教育研究
大会で誤りがありました。お詫びして訂
正します。

○誤  けいかん共同作業所
○正  けいかん共働作業所
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サントピア秋の教室
受講生募集

秋の教室

●英会話教室①…初心者向け英会話
日　時／9月10日(水)〜11月19日(水) 

11回　19:00〜21:00
定　員／ 10名
受講費／1,500円

●英会話教室②…初級者向け英会話
日　時／9月1日(月)〜12月8日(月) 

11回　19:00〜21:00
定　員／ 10名
受講費／1,500円

●料理教室
日　時／9月12日(金)〜11月21日(金) 

11回　19:00〜21:00
定　員／ 20名
受講費／7,400円

●エアロビクス教室
日　時／9月4日(木)〜11月13日(木) 

11回　18:45〜19:45
定　員／ 50名
受講費／1,000円

●着物の着付け教室
日　時／10月9日(木)〜11月13日(木) 

6回　19:00〜21:00
定　員／ 10名
受講費／3,000円

●実用筆ペン教室
日　時／9月17日(水)〜11月26日(水) 

6回　19:30〜21:00
定　員／ 10名
受講費／2,000円

●パワーヨガ教室
日　時／9月12日(金)〜11月21日(金) 

11回　18:45〜19:45
定　員／ 20名
受講費／500円

秋の体験短期教室

●ハワイアンフラダンス教室
日　時／ 9月1日(月)・10月6日(月)
　　　　19:00〜20:00
定　員／ 30名
受講費／200円

●ピラティス教室
日　時／ 9月8日(月)19:00〜20:00
定　員／ 20名
受講費／200円

●ヒップホップダンス教室
日　時／ 9月22日(月)19:00〜20:00
定　員／ 30名
受講費／200円

●ボクササイズ教室
日　時／ 10月20日(月)19:00〜20:00
定　員／ 50名
受講費／200円

共通事項

申込期間／ 8月15日(金)〜25日(月)
　　　　　9:00〜21:00（土・日は除く）
申込場所／サントピア水口　勤労青少

年ホーム窓口(電話、代理申
込不可)

対　象／4月1日現在で15歳以上35歳
以下の方(中高生は除く)

申し込みに必要なもの等、詳しくは下
記まで。

問・申…勤労青少年ホーム
　　 63-2952　 63-6788

自 衛 官 募 集

問…自衛隊滋賀地方協力本部　草津地域事務所　 / 077-563-8205

募集種目 受験資格 受付期限 試験日

2等海空士（男子）
（任期制）

18歳以上

27歳未満の者
試験日の前日まで

1回目
8月30日（土）
2回目
9月27日（土）

防衛大学校学生 高卒（見込含）〜

21歳未満の者
9月8日（月）

〜

9月30日（火）

11月15日（土）・
　　 16日（日）

防衛医科大学校学生 11月1日（土）・
　　 2日（日）

看護学生 高卒（見込含）〜
24歳未満の者 10月25日（土）

（仮称）国際交流フェスタ
実行委員募集

（仮称）国際交流フェスタ
2008第1回実行委員会

日　時／9月5日（金）　19：30〜
場　所／自主活動センター きずな2階

会議室
内　容／国際交流フェスタ（2009年

2月ころ開催予定）の企画・立
案・実施

問・申…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728

普通救命講習受講者募集
水　　口

日　時／9月13日（土）9：00〜12：00
　　　　（受付8：30〜）
場　所／甲賀広域行政組合消防本部
　　　　3階作戦室
内　容／心肺蘇生法及びAEDの使用方法
対　象／市内在住またはお勤めの方
定　員／ 30名
募集締切／9月6日（土）

問・申…
　甲賀広域行政組合水口消防署　救急係
　 63-1119　 63-7941

信　　楽

日　時／9月10日（水）13：30〜16：30
場　所／谷川会館
内　容／心肺蘇生法、止血法、AEDにつ

いての知識と技術を習得
対　象／中学生以上
定　員／ 35名
募集期間／8月25日（月）〜9月3日（水）

問・申…
　甲賀広域行政組合信楽消防署　救急係
　 82-0119　 82-3977
※両日とも受講料無料

滋賀県警察本部警察官募集
試験日／第1次試験 9月21日（日）
試験区分／男性B 約15名採用予定
　　　　　女性B 約　5名採用予定
対　象／大学を卒業、卒業見込み以外の方

問…滋賀県警察本部
　　  0120-204-314

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭（スポレク滋賀2008）
2008年10月18日（土）〜21日（火）開催

ターゲットバードゴルフ〈水口スポーツの森〉バウンドテニス〈土山体育館〉
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要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内

　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20年8月
31日までの方には、更新申請書を7月

2008人権教育連続セミナー
第7回

日　時／9月12日（金）19：30〜21：00
場　所／土山開発センター
内　容／まちづくりと人権啓発「交流・

協働・参加の意味を考える」
講　師／伊

い と う

藤悦
え つ こ

子さん
※参加無料。手話通訳・要約筆記があ
ります。

問…人権推進課
　　 65-0693　 63-4582

1日社会保険相談所の開設
　10月以降の1日社会保険相談所の開
設日は次のとおりです。
日　時／10月15日（水）、11月13日（木）

12月11日（木）、１月14日（水）
２月18日（水）、３月11日（水）

（予約制ですので、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
持ち物／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
　　 077-567-1311
　　 077−567−1383（予約専用）
　　保険年金課
　　 65-0688　 63-4618
（市役所へは予約申込みできません）

法　律　相　談
日　時／ 9月3日（水）13：00〜16：00
場　所／市役所甲南庁舎
※8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）

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

予約電話番号／ 62-8085
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
　　 62-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

親子プレイステーション事業　〜 9 月の行事予定〜

※参加対象は、甲賀市内の未就学児とその保護者の方です。どの地区の活動にも自由に参加していただけます。
※行事予定の詳しい内容については、各担当にお問い合わせください。

親子プレイステーションは、「体験」や「ふれあい遊び」・「学び」などを通して、家庭教育サポーター
（生涯学習支援ボランティア）の協力のもと「子育て」の時間をゆたかに深めるための場所です。

 開催時間　10：00 〜 12：00

● 12日（金）柞原会館集合
「親子で陶器づくり（有料）」
定員／15組（先着順・要申込）

● 26日（金）信楽中央公民館
「子育てに音楽を」

問・申…信楽中央公民館
82-8075　 82-2463

（信楽）（信楽）スマイルキッズ

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   2日（火）水口中央公民館
ベビーマッサージ講座

対象／7か月未満児とその保護者
定員／15組（先着順・要申込）
● 11日（木）岩上公民館

子育てに音楽を
● 18日（木）貴生川公民館
「親子で楽しむものづくり」

● 25日（木）水口図書館
おはなしの会　（10：30〜）

● 30日（火）柏木公民館
「紙芝居を楽しもう」

問・申…生涯学習課
86-8022　 86-8380

おしゃべりサロンおしゃべりサロン
（水口）（水口）子育て広場

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   4日（木）佐山荘
「簡単なボールあそびをしよう」

● 25日（木）上野教育集会所
「簡単なボールあそびをしよう」

問…かふか生涯学習館
88-4100　 88-5055

（甲賀）（甲賀）ホッとスペース

 開催時間　10：00 〜 12：00

● 11日（木）
「食育について」
講座と離乳食・おやつの作り方紹介

定員／30組（先着順・要申込）

　問…にんくる児童館
88-5692　 88-5696

（甲賀）にんくる子育て広場

 開催時間　10：00 〜 11：30

● 26日（金）
「楽しい折り紙」

定員／15組（要申込）
　問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場

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、8月29日
(金)までのなるべく早い時期に最寄り
の支所又は市民窓口センター、水口社
会福祉センター内保健介護課で手続き
をしてください。

問…保健介護課　介護保険担当
　　 65-0699　 63-4085

8 月は電気使用安全月間です
夏場に電気事故が多く発生するため、毎年８月を「電気使用安全月間」と定め、全国的
に電気事故を防ぐ運動を展開しています。日頃から電気安全を心がけましょう。


