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相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考

人権なんでも相談 
　人権擁護委員が、家庭や地域・職場等の
日常生活での悩みや心配、差別などの相談
に応じます。※申込不要
問 �大津地方法務局　甲賀支局総務係
　 ☎６２−１８２８　 ６２−１７４８

� 8日（金）

１３時３０分
～１６時

信楽開発センター１階会議室Ｆ
11日（月） 土山開発センター２階談話室
13日（水） かふか生涯学習館１階活動室
14日（木） 水口社会福祉センター２階身障研修室
19日（火） 市役所甲南庁舎３階和室

男女の悩みごと相談 
　家庭や職場等での男女間の様々な悩みご
とに応じます。電話または面接相談（面接相
談は要予約）
問 �人権推進課　人権政策係
　 ☎６５−０６９４　 ６３−４５８２

１・８・１５・２２・２９日（金）
１１・１８・２５日（月）
１３・２０・２７日（水）

９時～１６時 水口庁舎１階人権推進課相談室

行政相談 
　行政相談委員が、国の仕事や特殊法人の
業務について相談に応じます。※申込不要
問 �生活環境課
　 ☎６５−０６８６　 ６３−４５８２

�７日（木）

１３時３０分
～１６時

土山開発センター
１１日（月） 水口社会福祉センター
１４日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
１５日（金） 甲賀市市民福祉活動センター（甲南）
２０日（水） 信楽開発センター

就労相談 
　就職・転職のための情報提供や公共職
業安定所への取り次ぎを行います。
※申込不要
※４月から就労相談日および場所が変更し
ていますので、ご注意ください。

７・２１日（木）

９時３０分

～

１１時３０分

宇川会館
１２・１９・２６日（火） 土山地域市民センター
１２・１９・２６日（火） かえで会館
１４・２８日（木） 甲南第一地域市民センター
１３・２０・２７日（水） 西教育集会所

１・８・１５・２２・２９日（金） 上野教育集会所
７・１４・２１・２８日（木） １３時３０分

～

１５時３０分

清和会館
問 �商工政策課
　 ☎６５−０７１０　 ６３−４０８７

１３・２０・２７日（水） かふか生涯学習館
１・８・１５・２２・２９日（金） 信楽開発センター

結婚相談 
　結婚相談員が相談に応じます。※申込不要 ２・１６日（土） １３時～１６時

水口庁舎南別館１階

問 �農業振興課
　 ☎６５−０７１１　 ６３−４５９２

※�顔または全身の写真１枚をお持ちくだ
さい。

育ちと学びの相談 
発達や教育、こころの悩みなどの相談　※要予約
対 �おおむね４歳以上の在園幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５
歳ごろまで）

問 �発達支援課（９時～１７時）
　 ☎８６−８１００　 ８６−８３８０

応相談

園や学校、市役所甲南庁舎、
適応指導教室など
※おおむね４歳までのお子さんの相談は
保健センター（☎６５−０７３６）にお問い
合わせください。

相談窓口／☎６５−０７５１

行政情報番組 きらめきこうか 番組
ガイド

市政情報や地域の催しなどを放映しています。
ぜひご覧ください。
（※あいコムこうか光テレビ１１チャンネルの有料契約が必要となります）

コーナー名  
放映日 ４月１８日～２５日 ４月２５日～５月２日

きらめき情報局
知って得する！？出前講座 国民健康保険申請 住民税について

くらしナビ おもてなし条例 適度な運動で筋力アップ

エンディング 伴谷保育園　つきぐみ 伴谷保育園　ほしぐみ
【平日／１日１０回放送】�７時・１０時・１３時・１５時３０分・１７時・１８時３０分・２０時３０分・２２時・

２３時３０分・２時３０分
【休日／１日９回放送】７時・１０時・１３時・１５時３０分・１７時・２０時・２２時・２３時３０分・３時

問い合わせ 広報課　☎６５‐０６７５／ ６３‐４６１９

相 談コーナー 相談は無料ですので、お気軽にお越しください5月

※�番組は、毎週土・水曜日１８時３０分に更新しています。都合により番組
内容が変更する場合があります。

催 し

夜空旅人（天体観望会）
「木星とガリレオ衛星」

時 �４月２５日（土）１９時３０分～２１時３０分
所 �かふか生涯学習館
内 �木星、金星、月、春の星座などの
観望

定 �先着２０人
方 �電話にて申込先まで
〆 �４月２４日（金）
※�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　 ８８−５０５５

ピアノを贈ろうコンサートVol.6
時 �５月１０日（日）１４時開演
所 �あいこうか市民ホール
内 �母の日には、お花を買って
￥�前売�1,000円、当日�1,200円
問 �あいこうか市民ホール�
（月曜休館）
☎６２−２６２６　 ６２−２６２５

春のふるさと散策ウォーキング
　春の甲賀市を２時間程度、楽し
く健康的にポールウォーキングを
しましょう。
時 �５月１３日～６月１０日毎週水曜
１０時～１２時（５コース）

対 �市内在住18歳以上、ポール
ウォーキングに興味のある方

定 �先着２０人
￥�1,300円（保険料含む）
〆 �５月８日（金）
※�詳細は各体育館に設置の案内

水口中央公民館サークル企画講座
中高年からはじめる

「らくらくピアノ講座」
時 �５月８日・２２日・６月５日（金）１０
時～１１時３０分（全３回）

対 �市内在住・在勤の５０歳以上の方
定 �先着１５人／￥��無料
他 �持ち物／筆記用具・大学ノート
※ご自宅にキーボードがある方は
お持ちください。

申 �直接お越しいただくか、ＦＡＸで
お申し込みください（ＦＡＸの場合
は確認の電話をお願いします）。

〆 �５月２日（土）（火～土、８時３０分
～１７時１５分）

問 �申 �水口中央公民館
☎６２−０４８８　 ６２−３３３８

お知らせ
集団がん検診申込開始

　職場や人間ドックなどで受ける機
会のない方はぜひ受診してください。
受 �５月１１日（月）～１５日（金）９時～１８時
申申込受付専用ダイヤル
☎０１２０－６１４－５１５

※来所および保健センター電話で
の申し込みはできません。

※検診日程など詳しくは、平成２７年
度健診カレンダーをご覧ください。

問 �健康推進課　健康増進係
☎６５－０７３７　 ６３－４５９１

チラシをご覧ください。
問 �申 �文化スポーツ振興課

☎８６−８０２３　 ８６−８３８０

わくわく☆チャレンジクラブ
『素敵なマグネット作り』

時 �５月９日（土）１０時～１１時３０分
所 �かえで会館　学習室
対 �小学生／定 �１５人
持 �材料費２００円、ハンドタオル、お茶
方 �電話にて申込先まで
受４月１５日（水）９時～（定員になり
次第終了）

問 �申 �かえで会館
☎８６−４３６３　 ８６−４９５８

春のしがらき駅前陶器市
時 �４月２９日（水）～５月６日（水）９時～１７時
内 �恒例の陶器市、信楽高原鐡道
信楽駅広場で盛大に開催。高
原鐡道とのコラボ企画によるプ
レゼント企画なども実施します。

所 �信楽高原鐵道　信楽駅前広場
問 �駅前陶商振興会事務局
☎８２−０１９４

第９回信楽作家市
時 �５月２日（土）～５日（火）９時～１７時
内 �信楽の作家や、県内外から１００
人を超える陶芸家が集まりま
す。作家自らが作品を展示販
売することで、作り手と使い手
が自由に交流できます。

所 �県立陶芸の森　太陽の広場
問 �信楽作家市実行委員会（陶芸の森内）

☎８３−０９０９　 ８３−１１９３

時 �日時��所 �場所��内 �内容��定 �定員��対 �対象��￥�料金��講 �講師��申 �申込先��方 �申込方法��受 �申込受付日時等��〆 �申込締切��問 �問い合せ先��他 �その他

あいこうか薬局

自分らしく 健康長寿

甲賀市水口町松尾830-2　☎0748-65-6636
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