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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� ※申込不要
　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。
※「人権擁護委員の日」に合わせ、６月は
相談曜日・時間を変更します。
対応者／人権擁護委員（法務大臣委嘱）
問 �大津地方法務局　甲賀支局総務係
　 ☎６２−１８２８／ ６２−１７４８

�１日（月）

１０時～１６時

水口社会福祉センター２階身障研修室

�１日（月） 土山開発センター２階談話室

�１日（月） 市役所甲南庁舎３階和室

�２日（火） かふか生涯学習館１階活動室

�２日（火） 信楽開発センター１階会議室Ｆ

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（月）
３・１０・１７・２４日（水）
５・１２・１９・２６日（金）

９時～１６時 水口庁舎１階人権推進課相談室

行政相談�
　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
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）
問 �生活環境課
　 ☎６５−０６８６／ ６３−４５８２

１日（月）

１３時３０分
～１６時

水口社会福祉センター
５日（金） 土山開発センター
11日（木） かふか生涯学習館(甲賀)
17日（水） 信楽開発センター
19日（金） 甲賀市市民福祉活動センター (甲南)

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
問 �商工政策課
　 ☎６５−０７１０／ ６３−４０８７

４・１８日（木）

９時３０分

～

１１時３０分

宇川会館
２・９・１６・２３・３０日（火） 土山地域市民センター
５・１２・１９・２６日（金） 上野教育集会所
２・９・１６・２３・３０日（火） かえで会館
１１・２５日（木） 甲南第一地域市民センター

３・１０・１７・２４日（水） 西教育集会所
４・１１・１８・２５日（木） １３時３０分

～

１５時３０分

清和会館
３・１０・１７・２４日（水） かふか生涯学習館
５・１２・１９・２６日（金） 信楽開発センター

心配ごと相談�
　開催日当日受付、先着順　�※予約不要
相談員／�民生委員児童委員�

社会福祉協議会相談員（水口のみ）
対象／市内在住の方
問 �甲賀市社会福祉協議会
　 ☎６２−８０８５／ ６３−２０２１

6月・1・5・8・12・15・19・
22・26・29日、7月3・6・
10・13・17・24・27・31日
毎週月・金曜日（祝日を除く）

１３時３０分
～１６時

水口社会福祉センター

6月9日、7月14日（火） 老人福祉センター　フィランソ土山
6月11日、7月9日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
6月19日、7月17日（金） 甲賀市市民福祉活動センター（甲南）
6月17日、7月15日（水） 信楽地域市民センター

結婚相談�
　結婚相談員が相談に応じます。※申込不要
持ち物／�顔または全身の写真１枚をお持ち

ください。
問 �農業振興課
　 ☎６５−０７１１／ ６３−４５９２

６日・２０日（土） １３時～１６時 水口庁舎３階第２・３会議室

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 ５月１６日～２３日 ５月２３日～３０日

きらめき情報局
知って得する！？出前講座 市税等の納付方法 ゴミの分け方・出し方

くらしナビ お茶の淹れ方 ストレッチング①
～ウォーミングアップ～

エンディング 雲井保育園　ぞうぐみ 雲井保育園　うさぎぐみ

【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6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
わくわく☆チャレンジクラブ

『ういろう作り』
時 �６月13日（土）10時～12時
所 �かえで会館　調理実習室
対 �市内の小学生　定 �先着15人
持 �材料費２００円、三角巾、エプロン、
マスク、上靴、ハンドタオル、お茶

受 �５月15日９時～
問 �申 �かえで会館

☎８６−４３６３／ ８６−４９５８

人権教育連続セミナー第１回
( フィールドワーク )

時 �６月13日(土)12時30分～16時30分
水口庁舎１２時１５分集合

所 �大津市歴史博物館および坂本地域
内 �オンドル遺構・穴

あの

太
う

衆
しゅう

積
づ

み石垣
見学ほか（バスで移動）

定 �先着４０人
￥�２１０円（歴史博物館入場料）
方 �電話かＦＡＸで氏名・連絡先を
問い合わせ先へ

問 �申 �人権推進課　人権教育推進係
☎６５－０６９５／ ６３－４５８２

新就職者激励会
　市内の企業・事業所に新しく就
職された方を対象に、社会人とし
ての記念すべき門出を祝い、市の
新たな活力を激励します。
時 �５月１９日（火）１４時～（１３時３０分～受付）
所 �碧水ホール　内 �トーク＆ライブ
対 �市内の企業・事業所に今春就職
された方

講 �JERRYBEANS（ジェリービーンズ）
方市ホームページの所定の様式を

～亀山ＪＣＴ（上り車線）間で工事に
よる夜間通行止めを行います。
時 �６月２日(火)22時から翌朝６時�
（約８時間）（予備日６月３日（水））
※�詳細については下記までお問
い合わせください。� �
ＮＥＸＣＯ中日本　お客様センター
☎０１２０−９２２−２２９

（フリーダイヤル）
問 �建設事業課　事業調整係
☎６５−０７２３／ ６３−４６０１

相 談
法律相談
開催日の２週間前から受付、

先着６人（一人 30分）　※要予約
相 �滋賀弁護士会所属の弁護士
時 �／所 �
6月4日（木）／水口社会福祉センター�
6月18日（木）／信楽地域市民センター�
7月2日（木）／水口社会福祉センター�
7月16日（木）／甲賀市市民福
祉活動センター（甲南）

時 �13時～16時　対 �市内在住の方
問 �申 �甲賀市社会福祉協議会

☎６２－８０８５／ ６３－２０２１

法律相談（新設）
定 �先着10人（一人30分）※要予約
相 �おうみ法律事務所　竹

たけ

内
うち

弁護士
時 �5月27日（水）・6月10日（水）・24
日（水）・7月8日（水）・22日（水）� �
14時～19時

所 �あいこうか市民ホール
問 �申 �おうみ法律事務所
☎０７７‐５２４‐６９８１

ダウンロードし、FAXにてお申
し込みください。

〆�５月１8日（月）（17時必着）
問 �申商工政策課　労政係
☎６５－０７１０／ ６３－４０８７

平成２７年度地域交流事業
看護の日まつり

時 �５月２３日（土）１２時４５分～１６時２０分
所 �地域生活支援センターしろやま
内 �ステージイベント（津軽三味線、
ジャグリング、水口中学校吹奏
楽部）、特別講演（甲賀市ラン
ドマーク「水口岡山城」～水口
の原点を探る～）　※�参加無料

問 �地域生活支援センターしろやま
☎６２−８１８１／ ６２−８２３２

募 集
古文書講座受講者募集

時 �第1回�6月20日（土）13時30分～
15時30分　※�6･7･9･10･11月
の第3土曜日に開催予定（全5回）

所 �土山歴史民俗資料館会議室
内 �身近な史料から古文書の基本
的な形態と地域の歴史を学習

講 �伊
い

藤
とう

誠
まさ

之
ゆき

（甲賀市史編さん調査員）
￥�1,000円（全５回分）
定 �先着25人　〆 �6月3日（水）
問 �申 �土山歴史民俗資料館（月火休
館・10時～17時）
☎６６−１０５６／ ６６−１０６７

お知らせ

新名神高速道路
夜間通行止めについて

　新名神高速道路　甲賀土山ＩＣ

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
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