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「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。

福祉医療費受給券・
助成券の更新手続き

　現在、有効期限が平成20年７月31
日となっている福祉医療費受給券・助
成券をお持ちの方で、まだ更新手続き
がお済みでない方は、保険年金課また
は各支所地域窓口課で手続きをお願い
します。
※該当の方へは７月中旬に個人あてに

通知をしています。詳細は通知をご
覧ください。

※通知がなかった方で、該当すると思
われる場合は、お問い合わせくださ
い。

問…保険年金課
　　 65-0689　 63-4618

甲賀市正規職員募集
採用職種・採用人数／

・保育士・幼稚園教諭　3人
・行政（社会福祉士）　2人
・行政（建築）　1人
  （平成21年4月1日採用）

試験日／９月21日（日）
受付期間／ 8月1日（金）～ 8月29日（金）

の執務時間中（８：30 ～ 17：15）
※受験資格等詳細は下記まで。

問…職員課
　　265-0668　563-4554

絵画募集
テーマは「きゅうきゅう」

募集作品／「きゅうきゅう」をテーマ
にした絵画

募集部門／幼稚園・保育園の部、小学生の部
募集期間／ 8月1日（金）～9月5日（金）
対　象／小学生以下の児童、園児
用　紙／ A3以下、種類は問いません
応募方法／甲賀広域行政組合甲南消防署

（〒520-3301甲南町寺庄313-2）
または甲賀分署（〒520-3414甲
賀町大久保1289）まで、直接持
参または郵送で。

※表彰作品は甲賀市コミュニティバス
に一定期間掲示します。

問…甲賀広域行政組合甲南消防署
　　286-3119　586-0719

人権フォトコンテスト
作品募集

募集作品／「家庭での一場面」「地域で
のふれあい」「様々な出会い」
など、人権感覚あふれる写真

応募資格／市内在住・在勤の方
応募作品／サービス版からキャビネ版

まで、白黒、カラーどちらで
も可。デジタルカメラ撮影写
真でも可

応募方法／ 10月21日（火）までに柏木
公民館まで。

※優秀作品には表彰、応募者全員に記
念品あり。

※応募作品は文化祭や柏木公民館展示
コーナー等にて展示活用を予定して
います。

問…柏木地区人権教育推進協議会
事務局（柏木公民館内）

　　262-0404　563-2204

第58回滋賀県統計グラ
フコンクール作品募集

募集内容／統計の数字を分かりやすい
グラフに表現した作品

応募資格／県内に居住または通勤、通
学している方

作品の大きさ／ 72.8㎝×51.5㎝（B2
版仕上がり寸法）

締　切／９月４日（木）
表　彰／特選、入選、佳作を選び、賞状・

副賞を贈ります。また、参加
者全員に参加賞を贈ります。

※応募を希望される方には募集要領を
お送りします。詳しくは募集要領を
ご覧ください。

問…滋賀県統計協会
2077-528-3391　
5077-528-4835

市営駐車場の利用者募集
受付期間／ 8月1日（金）～15日（金）

（土・日を除く9：00～17：00）
使用開始日／ 9月1日（月）
■JR甲南駅前自動車駐車場

３区画　（1区画は身障者枠のため
要事前問い合わせ）

※申込者多数の場合抽選
問…生活環境課 生活交通担当

265-0686　563-4582
■JR油日駅前駐車場

1か月　3,000円
問…油日駅を守る会  288-5879
■JR甲南駅前駐輪場

自転車　1,500円/月
原　付　1,800円/月

問…甲南駅前駐輪場  286-0590
受付時間／ 6：15 ～ 9：15、13：00 ～

　14：00、18：30 ～ 20：30

湖南・甲賀創業塾2008
受講者募集

内　容／・起業成功の条件
・事業完成イメージと実行計画
・財務面での事業計画チェック
・市場、商品・サービスの具
　体化など

日　時／９月６日（土）、７日（日）、13
日（土）、14日（日）、20日（土）
いずれも９：00 ～ 16：00

会　場／サンライフ甲西（湖南市中央
1-1-1）

受講料／ 3,000円（全5回分）
主　催／甲賀市内・湖南市６商工会

問・申…水口町商工会
262-1676　563-1052

2008年度日本語教室〈後期〉開講・受講者募集
内　容／日本語を母語としない外国籍の方のための日本語学習教室
期　日／

時　間／ 19：30～21：30
場　所／水口中央公民館鹿深ホール
費　用／後期受講費6,000円＋光熱費200円
※テキスト・訳本は必要な人のみ別途要
※クラス分けインタビューを８月９日（土）18：00 ～ 21：00に行います。

問・申…甲賀市国際交流協会　　 / 63-8728

コース 8月 9月 10月 11月 12月
金曜日 29 5･12･19･26 3･10･17･24 7･14･21･28 5･12

土曜日 30 6･13･20･27 4･11･18･25 8･15･22･29 6･13
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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〉

社会保険労務士による
労働（年金・解雇）相談

日　時／ 8月13日（水）14：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター 2階
受　付／電話で予約受付
※当日空きがあれば当日予約可（急な相談

は県労働相談ダイアル
0120-967164を利用ください。）

問…商工観光課
　　265-0710　563-4087

弁護士による無料法律相談
日　時／ 8月7日（木）13：00～16：00
場　所／甲南町商工会館（甲賀市役所

甲南庁舎別館）
※要事前予約

問・申…甲南町商工会
　　286-2016　586-5818

甲南幼稚園入園説明会・
こうなん保育園見学会

入園対象／平成21年度入園予定3・4・
5歳児
※満３歳児についても若干名

受け入れられます。 
日　時／９月７日（日）第１回14：00 ～

第２回19：00 ～
場　所／甲南幼稚園遊戯室・保育室
内　容／ 21年度募集要項、本園教育・

施設・設備の概要説明
（説明会の間、お子さんは本
園教諭がお世話します）

※どちらかのご都合のよい方にお越し
ください。

※どうしてもご都合がつかない時は、
通常日にお気軽にお越しください。

問…学校法人森島学園
　　甲南幼稚園（甲南町野田604）
　　 / 86-8088
　　社会福祉法人美徳会
　　こうなん保育園（甲南町野田555）
　　 86-0050　 86-8088

滋賀県弁護士会弁護士による
法　律　相　談

日　時／ 8月21日（木）13：00～16：00
場　所／甲賀市役所甲南庁舎
※8月7日（木）8：30から予約受付
日　時／ 8月28日（木）13：00～16：00
場　所／水口社会福祉センター
※8月14日（木）から予約受付
定　員／ 6名（1人30分）

予約制、先着順
予約先／甲賀市社会福祉協議会

262-8085
問…甲賀市社会福祉協議会
　　262-8085　 63-2021
　　社会福祉課
　　 65-0700　 63-4085

弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）相談会

日　時／ 8月20日（水）13：30～16：30
場　所／水口町商工会
問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 8月27日（水）13：30～16：30
場　所／信楽窯業技術試験場
問・申…信楽窯業技術試験場
　　282-1155　582-1156
※どちらも原則予約制

水口幼稚園入園説明会
入園対象／平成21年度入園予定３・４・

５歳児
※満３歳児についても若干名

受け入れられます。
日　時／９月27日（土）　10：30～

（９月８日より入園願書配布）
場　所／水口幼稚園
内　容／保育方針・保育の特徴等の説明

と保育体験
※どうしてもご都合がつかない時は、

通常日にお気軽にお越しください。

問…水口幼稚園（水口町城東3-21）HP有
　　262-0329　562-0334

戦没者追悼式
甲南会場

日　時／８月20日（水）14：00～
（受付13：30～）

場　所／忍の里プララ
水口会場

日　時／８月26日（火）14：00～
（受付13：30～）

場　所／碧水ホール

内　容／黙祷・献花等
※ご遺族はご参加ください。（直接会場

にお越しください。）

問…社会福祉課
　　265-0700　563-4085

業者
お盆までの
臨時

申込期限
お盆休み

地

域
地域

水口テクノス

（☎0748-62-1959）
8月8日㈮

8月15日㈮〜

8月16日㈯

水口 全域

信楽

長

野

北新町　北出町　問屋町　陶生町　広芝町
東二本丸町　上二本丸町　新二本丸町
みのりが丘町　大窯町　福島町　辻町
中町　馬場町　本町　中出町　元町　末広町
焼屋町　旭町　ハイランド町　つくしが丘町

江田　　　神山　　　田代　　　畑

日映日野

（☎0748-53-3941）
8月11日㈪

8月14日㈭〜

8月16日㈯

土山 大野学区

甲賀 相模、大原市場を除く大原学区　油日学区　佐山学区

甲南 全域

ヒロセ

（☎0748-52-0943）
8月7日㈭

8月14日㈭〜

8月15日㈮

土山 鮎河学区　　　山内学区　　　土山学区

甲賀 相模　　　　　大原市場

信楽

長

野
愛宕町　材木町　大正町　新町　松尾町
南松尾町　栄町

小原地区　多羅尾地区　雲井地区　朝宮地区

お盆休みのし尿くみとり
　し尿くみとり収集業者のお盆休みは、
下表のとおりとなります。お盆までに
くみとりを希望される方は、申込期限
までにお早めに連絡をお願いします。
　また、粗大ゴミの回収につきまして
も、収集業者が休みとなりますので、
ご注意ください。

問…生活環境課
265-0690　563-4582

し尿くみとり
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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。

市民ギャラリ－
ハワイアンキルト展 

期　間／ 8月1日（金）～29日（金）
平日の８：30 ～ 17：15

場　所／土山支所１階ロビ－
内　容／夏の色彩豊かなハワイアンキ

ルトの作品展

問…土山支所
　　266-1101　566-1564

夜空旅人（天体観望会）
「星に願いを…」

日　時／ 8月9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
288-4100　588-5055

みなくち子どもの森
しぜん学習会

「夏の星座を見よう」
日　時／ 8月23日（土）19：30～21：00

（曇りや雨の場合は室内で星
座の解説）

場　所／みなくち子どもの森自然館
定　員／先着20人（小学生以下は保護

者同伴）参加費無料
持ち物／懐中電灯
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
263-6712　563-0466

みなくち子どもの森を歩こう
「自然館の生き物探検」

日　時／ 8月3日（日）14：00～（１時間程度）
集合場所／みなくち子どもの森自然館
内　容／自然館内の展示や生き物の解

説。普段は見られない部分の
探検もします。

※事前申込不要・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
263-6712　563-0466

水口スポーツの森へ行こう　●8月の催し

甲賀市民スタジアム 多目的グラウンド

※時間は変更される場合があるため掲載していません。

日 曜日 大　会　名

1 金 全日本歯科学生野球大会

2 土 滋賀県民体育（一般）大会

4・5 月・火 全日本歯科学生野球大会

7・8 木・金 びわこベースボールフェティバル

16〜19 土〜火 第19回日本少年野球滋賀大会

23・24 土・日 甲賀市長杯軟式野球交流大会

30・31 土・日 第32回近畿少年軟式野球大会

日 曜日 大　会　名

2・3 土・日 水口サッカーフェティバル（フットサル）

14〜17 木〜日 水口サマーサッカー研修大会

24 日 第4回甲賀市民球技大会（サッカー）

26〜28 火〜木
第7回サマーフェティバルIN滋賀
（サッカー）

31 日 第4回甲賀市民球技大会（サッカー）

鹿深車イスDE
ウォーキング2008

日　時／ 8月30日（土）9：00受付
場　所／湖南市甲西文化ホール（集合）
内　容／湖南市役所東庁舎周辺6コー

スのウォーキング。（車イス体
験、起震車体験他）

対　象／中学生以上ならどなたでも（小
学生は保護者同伴）

参加費／１人100円
（行事用傷害保険代含む）

申　込／・先着30チーム（１チーム３
　～４人が基本、１人でも参
　加可）〈締切８月15日〉

問・申…あすぱる甲賀
　　265-4020　563-4021

第６回人権教育連続セミナー
星空映画会「子ぎつねヘ
レン」

日　時／ 8月19日（火）19：30 ～ 21：30
場　所／信楽運動公園（雨天の場合：

たけのこ児童館）入場無料
※今年度より星空映画会は人権教育連

続セミナーとの共催事業として実施
します。

問…たけのこ児童館（信楽西教育集
　　会所）

282-2361　582-3616

みなくち子どもの森
夏休みショートコース
ありんこ（アリ）を観察しよう！！

期　日／ 8月2日（土）
材料費／無料

顕微鏡でのぞくミクロの世界
期　日／ 8月9日（土）
材料費／無料
しかけ絵本づくり（展示たんけんとスケッチ）

期　日／ 8月10日（日）
材料費／ 100円

時　間／各回とも14：00 ～（１時間程度）
参加方法／先着30名（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
263-6712　563-0466

第４回甲賀市民球技大会
日　程／
●8月16日（土）

グラウンドゴルフ
（野洲川児童公園グラウンドゴルフ場）

●8月17日（日）
バレーボール（甲賀中央公園体育館）
卓球（土山体育館）
ゲートボール（甲賀市上野ドーム）
バドミントン（信楽体育館）
バスケットボール（水口体育館）
ターゲット・バードゴルフ

（杣川運動公園ターゲット・バードゴルフコース）

●8月24日（日）
サッカー（水口スポーツの森）
ソフトボール（土山グラウンド）
ソフトテニス（甲賀中央公園テニスコート）
バウンドテニス（土山体育館）

※各種目とも８：30開会式
参加資格／市内在住、在勤者（市体育協

会各支部対抗戦）一部種目で参
加資格が異なります。詳しく
は市体育協会86-2343へ。

主　催／甲賀市体育協会

問…生涯スポーツ課
　　286-8023　586-8380

和太鼓サウンド夢の森
2008

日　時／ 8月30日（土）
17：00開演（16：00開場）

場　所／鹿深夢の森
入 場 料 ／ 前 売　 一 般2,000円（ 当 日

2,500円）、小中学生800円（当
日1,000円）

問…（財）甲賀創健文化振興事業団
　　288-2190　588-3119


