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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〉

古文書講座受講者募集
日　時／第1回6月21日（土）

13：30〜15：30　 毎 月 第3土
曜日に開催予定(全5回)

場　所／土山歴史民俗資料館会議室
内　容／身近な史料から古文書の基本

的形態と地域の歴史を学習
講　師／望

もちづき

月 保
たもつ

氏（甲賀市史編さん
委員）

参加費／ 1,000 円
申込締切／ 6 月 18 日（水）（先着20名）
申込方法／電話か FAX で下記まで
問・申…土山歴史民俗資料館
　　 66-1056　 66-1067

法　律　相　談
日　時／ 6月4日（水）13：00〜16：00
場　所／市役所甲南庁舎
※5月21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

夜 空 旅 人（天体観望会）
「美しい環をもつ惑星　土星」

日　時／ 5月24日（土）19：30〜21：30
場　所／かふか生涯学習館

問・申…かふか生涯学習館
　　 88-4100　 88-5055

みなくち子どもの森
わくわく体験農場

「子どもの森ハイキング」
日　時／ 6月8日（日） 9：00 〜 12：00
場　所／みなくち子どもの森
持ち物／汚れてもよい服装、帽子、長

靴、軍手、タオル、参加費
200 円

定　員／ 10 人（先着順：下記へ申込）

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

市職員や税務署職員を名乗る不審な電話による振り込め詐欺が
多発しています。皆さんご注意を。

親子プレイステーション事業　〜 6 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

● 11日（水）笹飾り作り
● 18日（水）おでかけ（かえで会館へ）
● 25日（水）笹飾り作り・誕生会

　問…にんくる児童館
88-5692　 88-5696

あそぼう広場あそぼう広場（甲賀）（甲賀）

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   3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）
● 12日（木）岩上公民館

子育てに音楽を 〜音とあそぶ〜
● 19日（木）貴生川公民館

家庭教育ミニ講座
● 26日（木）伴谷公民館

季節行事を楽しむ 〜七夕〜

問・申…生涯学習課
86-8022　 86-8380

子育て広場
おしゃべりサロンおしゃべりサロン

子育て広場（水口）（水口）

 開催時間　10：00 〜 12：00

● 13日（金）信楽中央公民館
雨の中の散歩

● 27日（金）信楽中央公民館
世代間交流（七夕のつどい）

問…信楽中央公民館
82-8075　 82-2463

スマイルキッズ（信楽）（信楽）スマイルキッズ

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   5日（木）佐山荘
わらべうたあそび・読み聞かせ

● 26日（木）上野教育集会所
わらべうたあそび・読み聞かせ

問…かふか生涯学習館
88-4100　 88-5055

ホッとスペース（甲賀）（甲賀）ホッとスペース

 開催時間　10：00 〜 11：00

● 20日（金）かえで会館
学習会「幼児の保健衛生について」

定員／30組（要申込）
　問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場かえで子育て広場

児童手当についてのお知らせ
　現在、所得制限限度額超過等の理由
により児童手当の支給を受けておられ
ない方は、所得年度の更新により認定
される可能性がありますので、お近く
の支所または市民窓口センターで手続
きをしてください。

問…社会福祉課　児童家庭支援担当
　　 65-0705　 63-4085

平成21年1月から
上場会社の株券が電子化

　株券電子化により、上場会社の株券
は無効となり、株主の権利は証券会社
などの金融機関の口座で電子的に管理
されます。お手元の株券が本人名義に
なっていない場合は、電子化により株
主としての権利を失うおそれがありま
すので、株券電子化の実施前までに、
名義書換が必要です。

問…日本証券業協会　証券決済制
度改革推進センター

　　 03-3667-4500
（平日 9：00 〜 17：00）

国家公務員中途採用者
選考試験

試験区分／行政事務、税務、機械、土
木、林業、皇宮護衛官、刑務
官、入国警備官

受験資格／昭和43年4月2日〜昭和54
年4月1日生まれの者

採用予定数／全区分合計で150名程度
採用予定日／おおむね平成21年4月1日

　5月中旬から受験案内を配布予定で
す。試験日程、試験種目等、詳しくは
下記まで。

問…人事院近畿事務局
　　 06-4796-2191
　　 06-4796-2188

市正規職員（保健師）の募集
採用職種／保健師　1名
　　　　　（平成21年4月1日採用）
試験日／ 6 月 29 日（日）
受験資格／昭和 44 年 4 月 2 日以降に

生まれた方で、保健師免許を
有する方、または平成 21 年
3 月 31 日までに取得見込み
の方

受付期間／ 5 月 15 日（木）〜 6 月 16
日（月）ま で の 執 務 時 間 中

　　　　（8：30 〜 17：15）

問・申…職員課
　　 65-0668　 63-4554

　たばこの煙には、喫煙者吸い込む「主流煙」と点火したたばこから立ち
上る「副流煙」があります。
　煙に含まれる化学物質のなかには、少なくとも200種類以上が、人体に
悪影響を及ぼす有害物質であると考えられています。
　この有害物質は「副流煙」に多く、たばこを吸う人以上に周りで副流煙
を吸っている人たちへの健康被害が心配されます。
　禁煙週間に合わせて地域や家庭など身近な環境においてたばこの害から
自分自身や周囲の人達の健康を守る方策を考えてみましょう。

— 5月31日〜6月6日は「禁煙週間」です —

地域で分煙に
取り組みましょう。

みなくち子どもの森を歩こう
「木に咲く花たち」
日　時／ 6月1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前
内　容／子どもの森園内の自然を職員

が案内

※事前申込不要、野外を歩ける服装で。

問…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

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等陸海空士（男子）
（任期制自衛官） 18歳以上

27歳未満

試験日の前日 ６月７日（土）、　
28日（土）

２等海士（女子）
（任期制自衛官） ６月６日（金） 6月7日（土）

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30日
(金)までのなるべく早めに最寄りの支
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

自殺予防に関する標語募集
応募資格／県内に在住または在勤、在

学の方
募集締切／ 5 月 23 日（金）
募集内容／自殺予防につながる啓発標語
注意事項／標語は 1 人 2 作品以内と

し、1 点の字数は 20 字以内
の未発表作品に限ります。

利用方法／自殺予防週間（9 月 10 日
から 1 週間）の普及啓発用ポ
スター等に利用

問・申…県健康福祉部健康推進課
健康づくり支援室

　　 077-528-3616
　　 077-528-4857

15 14

お詫びと訂正
５月１日号９ページ「滞納債権対策課
を設置」で誤りがありました。お詫び
して訂正します。

○誤  FAX６３―０７５０
○正  FAX６３―４５７４

　新名神高速道路土山サービスエリ
ア内「土山バスストップ」を経由する
高速バス名古屋〜京都・大阪・神戸
線が運行を開始しました。
　運行時刻・運賃など詳しくはお問
い合わせください。
■電話によるお問い合わせ
西日本JRバスお客様センター

（9：00〜17：45）   06-6466-9990
■インターネットによるご案内
http://www.nishinihonjrbus.co.jp

（お詫びと訂正：5月1日号20ページ掲
載のアドレスに誤りがありました。上
記の通り訂正します。）

土山バスストップから高速バス利用
で名古屋、京都、大阪、神戸が便利に


