情報のまど information
募

集

☆ 夜空旅人（天体観望会）☆

「カノープス（長寿の星）を見よう」
～木星も見ごろです～

●日時 ／ 2 月9 日（ 土 ）1 9 時 3 0 分～
21時30分
●場所／かふか生涯学習館
●内容／天体のお話、木星、冬の星座
などの観望
●申込方法／電話にて下記まで
●申込締切／2月8日
（金）
先着20名
※天候・人数等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 ／ Fax 88-5055

サントピア水口 勤労青少年ホーム
早春の短期教室 受講生募集
◎伝統文化を楽しもう !! お茶教室
●日時／3月4日
（月）、18日
（月） 全
2回 19時～21時
●定員／10名 ●受講費／1，
700円
◎早春のフラワーアレンジメント教室
●日時／3月4日
（月） 全1回 19時
30分～21時30分
●定員／8名 ●受講費／2，
700円
◎バルーンアレンジメント教室
●日時／3月6日
（水）
、13日
（水） 全
2回 19時～21時
●定員／8名 ●受講費／3，
300円
◎スクラップブッキング教室
●日時／3月8日
（金）、3月22日
（金）
全2回 19時30分～21時30分
●定員／8名 ●受講費／2，
300円
◎笑いヨガ教室
●日時／3月1日、8日、15日 全3回
19時～20時30分
●定員／15名 ●受講費／600円
《以下全教室共通》
●申込期間／2月4日
（月）
～2月22日
（金）
（土日祝日を除く9時～21時）
●申込場所／サントピア水口 勤労
青少年ホーム窓口
（電話不可）
●対象／平成24年4月1日現在で15歳
以上35歳以下の方
（中高校生は除く）
詳しくは下記まで。
問・申／勤労青少年ホーム
63-2952 ／ Fax 63-6788

税理士による税務相談
●日時／2月13日
（水）13時30分～
16時30分
（受付16時まで）
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●場所／水口納税協会3階会議室
●定員／予約制で先着6名
（1人約30分）
※相談無料
問・申／水口納税協会
62-1151 ／ Fax 63-0173

平成２５年度交通災害共済の
加入者を募集中
●対象者／市内に住民登録をされて
いる方。市内の事業所・学校などに勤
務または在学されている方。
●見舞金の支給額／7つの等級に分
かれており、通院1日の場合は2万円
が支給されます。
●掛金／1人につき500円
●共済期間／平成25年4月1日～平
成26年3月31日
●申込期間／平成25年2月1日～
※途中加入も可能です。
●申込方法／各区および自治会を通
じて配布した加入申込書をご使用く
ださい。下記窓口にも加入申込書を
備え付けています。
●申込窓口／
市民窓口センターおよび各地域市民
センター
金融機関（甲賀市内の本・支店）
滋賀銀行、
関西アーバン銀行、
滋賀県
信用組合、
甲賀農業協同組合、
湖東信用
金庫、
滋賀県民信用組合、
近畿労働金庫
問／生活環境課 生活交通係
65-0686 ／ Fax 63-4582

春夏野菜栽培研修会参加者募集
農産物の品質向上をめざし、春夏野
菜の栽培研修会を開催します。是非ご
参加ください。
●内容／春夏野菜の栽培方法につい
て
（スイートコーン、さといも、他）
農薬の適正使用について
●日時・場所／
①2月27日
（水）
9 時 3 0 分～1 2 時 信楽開発セン
ター
（信楽町長野）
1 4時～16時30分 甲南情報交流
センター
（忍の里プララ）
②2月28日
（木）
14時～16時30分 JAこうか本所
●申込／不要 ●参加費／無料
問／農業振興課
65-0712 ／ Fax 63-4592
JA こうか 営農指導課
62-0588 ／ Fax 62-9878
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私たちのくらし と レッドリストの生き物たち 
河川保全利用委員募集
野洲川下流部の河川公園などにつ
いて、環境保全・再生の観点から意見
をいただける委員を募集します。
●応募要件／満 2 0 歳以上で河川に
関心がある方
（年4回程度開催）
●応募締切／3月1日
（金）
必着
問／琵琶湖河川事務所 占用調整課
077-546-0904
Fax 077-546-6840

077-528-3046
Fax 077-528-4804
e-mail：ab0001@pref.shiga.lg.jp

平成２５年度 甲賀市ホームページ

バナー広告募集

市では、
ホームページを民間事業者
等の広告媒体として活用し、財源とし
て役立てるため、バナー広告の掲載希
望者を募集します。
詳 しく は 甲 賀 市 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.city.koka.lg.jp/）
を
ご覧ください。
問／広報課
65-0675 ／ Fax 63-4619
平成25年2月1日

最終回

］

レッドデータブックに掲載される絶滅のおそれがある野生生物の一覧をレッドリストと言います。
私たちの身近な環境と甲賀市のレッドリストに載る生き物の関係について紹介します。

甲賀市のいきものたちの「むかし・いま・みらい」展
自然にかかわる環境問題として、最近「生物多様性の保

館では、甲賀市の具体例から「生物多様性の保全」とはどの

皆さんにとって、この考え方はなじみがないものかもし

ではこの複雑な問題を理解しやすいように、今年度に改訂

全」という言葉がよく聞かれます。

れませんが、政府も「生物多様性国家戦略2012-2020」を定

めているように、次第に注目されるようになってきました。

しかし、なぜこの考え方がそれほど重要なのでしょうか。
この「戦略」では、

平成２５年度県政モニター募集
●主な活動内容／
１ 県からのアンケート調査へのご協力
２ 県政に関する意見や提案の提出
●委嘱期間／4月（委嘱日）から平成
26年3月31日まで
●応募資格／
①県 内在住の満18歳以上の方（平成
25年4月1日現在）
②県 政に関心を持ちモニター活動を
遂行できる方
③インターネットを利用してサイトの
閲覧、
メールおよびアンケートへの回
答ができる方
（携帯電話端末を除く）
※国または地方公共団体の議員や常
勤の公務員、行政相談員、国や地方公
共団体の行政モニターを予定されて
いる方は除く
●応募締切／2月15日
（金）
17時まで
（入力終了）
●応募方法／県ホームページ
「しがネッ
ト受付サービス」
よりお申込みください。
URL:https://s-kantan.com/
pref-shiga-u/
問／滋賀県広報課 県民の声担当

［

生物多様性の保全
が単なる環境問題
の一つというだけ

ではなく、地域の

ようなことなのかを考える特別展を開催しています。展示
される市レッドリストから特に市内の特徴的な生き物、里
山の草地の代表としてササユリ、水辺で育つ両生類の代表
としてカスミサンショウウオに注目し、その暮らしや取り
巻く環境について説明しています。

「生物多様性の保全」について、学び考えられるような展

示になっていますので、大人の方も、お子さんも是非ご来館
ください。

風土や文化の形成
に関わることなど

◎展示開催期間
◎入館料

３月１０日（日）まで
大人200円

小中学生100円

を理由に挙げてい
ます。
▲甲賀市の花

ササユリ

市営駐車場の利用者募集
●受付期間／2月1日
（金）
〜15日
（金）
（土・日・祝を除く9時〜17時）
●使用開始日／3月1日
（金）
〔甲賀駅南駐車場〕
3,000円／月
11区画
（うち4区画は軽自動車用）
〔甲南駅前自動車駐車場〕
3,000円／月
4区画
（うち2区画は身体障がい者用）
※申し込みの際は事前にお問い合わ
せください。
（ 申込者多数の場合は抽
選となります。）
問・申／生活環境課
65-0686 ／ Fax 63-4582
〔油日駅前駐車場〕
3,000円／月
（直接お問い合わせください）
問・申／油日駅を守る会
88-5879
〔甲南駅前駐輪場〕
自転車 1,500円／月
原付
1,800円／月
（直接お問い合わせください）
問・申／甲南駅前駐輪場
86-0590
（受付時間／6時15分〜9時15分、13
時〜14時、18時30分〜20時30分）

平成25年2月1日

子どもの森自然

問い合わせ

お知らせ
ひとり親家庭等入学支度金の申請
市では、小、中学校に入学する児童
を 養 育して い るひとり親 家 庭 の 母
（父）、または、養育者家庭の方に入学
支度金を支給します。
●対象／平成25年2月1日現在で甲
賀市内に引き続き1年以上お住まい
の方（住民登録がある方）
で、平成25
年4月に小学校、中学校に入学される
児童を養育しているひとり親家庭もし
くは、両親のいない家庭の方。
●申請期間／2月1日
（金）
～2月28日
（木）8時30分～17時15分まで（土・
日・祝日は除く）
●申請場所／市民窓口センター、各
地域市民センター
（旧支所）
●支給額／小学校入学…平成18年4
月2日生～平成 1 9 年 4月1日生まれ
/5,000円
中学校入学…平成12年4月2日生～
平成13年4月1日生まれ/10,000円
●支給日／3月29日
（金）
予定
※申請期間後の申請は認められませ
んのでご注意ください。
（ 個別に通知
はしません）
※支給要件等詳細はお問い合わせく
ださい。

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712 Fax 63-0466

問／社会福祉課 児童家庭支援係
65-0705 ／ Fax 63-4085

「はたちの献血」キャンペーン
実施中
献血者が減少傾向にある若年層を
中心に、幅広い世代に献血へのご理
解とご協力をお願いしています。
●日時・場所／2月15日
（金）
甲南庁舎
●受付時間／ 1 0 時～ 1 1 時 3 0 分
12時30分～15時
※全血のみなので、
予約は要りません。
保険証など身分証明をお持ちください。
問／滋賀県赤十字血液センター
077-564-6311
健康推進課健康政策係
65-0703 ／ Fax 63-4591

国民年金基金へのご加入を
国民年金基金の加入受付中です。
（掛金は、全額社会保険料控除の対象）
問・申／滋賀県国民年金基金
077-525-9821
フリーダイヤル 0120-65-4192
http://www.shiga-kikin.or.jp
問／保険年金課国保年金係
65-0688 ／ Fax 63-4618
（市役所で加入受付はいたしません。
）
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