
相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考
人権なんでも相談＊

  1日（木）
※５月の相談日変更のお知らせ
甲南庁舎16日（火）→23日（火）

10時
～

16時

土山開発センター
かふか生涯学習館（甲賀）
水口社会福祉センター
信楽開発センター
市役所甲南庁舎

男女の悩みごと相談＊

毎週月・水・金曜日 9時～16時 人権推進課　相談室

行政相談   5日（月）
13時30分

～
15時30分

水口社会福祉センター
  5日（月） 土山開発センター
  8日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
16日（金） 市民福祉活動センター（甲南）
21日（水） 信楽開発センター

就労相談＊   6・20日（火）

9時30分
～

11時30分

土山地域市民センター
13・27日（火） 商工労政課
毎週火曜日 かえで会館
毎週水曜日 西教育集会所

1・8・15・22日（木） 宇川会館
毎週金曜日 信楽開発センター

  7・21日（水）
13時30分

~
15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）
14・28日（水） 甲南情報交流センター（忍の里プララ）
毎週木曜日 清和会館
毎週金曜日 上野教育集会所

結婚相談（婚活支援）
3・17日（土） 13時～16時

水口庁舎　
※ 夜間・休日出入口からお入りくだ

さい。

こうか心配ごと相談＊

 毎週月曜日
13時30分

～
16時

水口社会福祉センター

法律相談＊
14日（水） 14時～17時 あいこうか市民ホール

  8日（木）
13時～16時

水口社会福祉センター

22日（木） 信楽地域市民センター

育ちと学びの相談＊
園や学校、市役所など

青少年の悩みごと相談＊

結婚支援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

 地域コミュニティ推進課
☎ 69-2113／  63-4554

開催日当日受付、先着順　 ※予約不要
※祝日は休み
相談員／民生委員児童委員

 甲賀市社会福祉協議会
☎ 62-8085／  63-2021

定員/先着6人（1人30分）※要予約
相談員/甲賀法律事務所　髙橋弁護士

  総務課　☎ 69-2121／  63-4086

定員/先着6人（1人30分）
※要予約（開催日の2週間前から受付）
相談員/滋賀弁護士会所属の弁護士

  甲賀市社会福祉協議会
☎ 62-8085／  63-2021

人権擁護委員が、相談に応じます。※申込不要 
※ ｢人権擁護委員の日」に合わせ、６月は相談

曜日・時間を変更。
 大津地方法務局　甲賀支局総務係

☎ 62-1828／  62-1748

家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話
または面接相談（面接相談は事前予約が必
要）相談窓口／☎69-2149　※祝日は休み

 人権推進課　人権政策係
☎ 69-2148／  63-4554

医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの
相談・意見などを受け付けます。※申込不要
対応者／行政相談委員（総務省委嘱）

 生活環境課
☎ 69-2143／  63-4582

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、祝日は休み
・ 土山地域市民センターでの就労相談は、

第1・3・5火曜日に変更します。
・ 第2・4火曜日午前の就労相談は、市役所

水口庁舎4階の商工労政課で実施します。
 商工労政課　労政係

☎ 69-2188／  63-4087

相談は無料ですので、お気軽にお越しください
＊印のある相談は市内在住の方のみが対象です。

発達や教育、こころの悩みなどの相談　※電話・ＦＡＸで相談の予約をしてください。
対象／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）
※おおむね4歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。

 発達支援課　☎ 69-2179／  69-2298　（受付時間  9時～17時）

悩みごと解決

相談コーナー 月6相談コーナー

 少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎ 62-6010／  63-3977　Eメール：k-syonen@city.koka.lg.jp

不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談　※月曜日～
金曜日（祝日、年末年始は休み）の９時～１６時、電話・Ｅメールでも相談に応じます。

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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■日時：�８月14日（月）～ 15日（火）の� �
１泊２日

■場所：日本武道館（東京都）
■対象：戦没者（原爆、一般戦災死没者
を含む）の原則として配偶者、子、父母、
兄弟姉妹、孫で県内在住の方。� �
原則１柱１回ですが、２回目の参加を希
望される方、また介助者の同行を必要と
する方は、下記までお問い合わせください。

■定員：50人程度　※応募多数の場合
は抽選とします。また、選考結果は６
月下旬に通知します。

■参加費：5,000円　※介助者の参加費
用（交通費、宿泊費など）は全額自己負
担となります。

■申込方法：はがきに（１）参加希望者の
住所、郵便番号、氏名（ふりがな）、生
年月日、性別、戦没者との続柄、電話
番号（２）戦没者の氏名（ふりがな）、戦
没時の本籍都道府県名、陸軍・海軍
の別を記入して下記まで郵送ください。

■申込締切：５月31日（水）当日消印有効
　　　 滋賀県健康福祉政策課 援護係
　　　 〒520-8577
　　　 大津市京町四丁目１ー１  
　　　 TEL 077-528-3514　
　　　 FAX 077-528-4850

問合せ
申込み

全国戦没者追悼式
募集

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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〜血液が不足しています〜
献血にご協力ください

お知らせ

■日時：�５月19日（金）９時30分～11時30分
■場所：市役所甲南庁舎
■内容：400ml献血
■持ち物：免許証や保険証など、本人確
認できるもの

※申込不要
　　　 健康医療政策課 健康医療政策係  
　　　 TEL 69-2171　 FAX 63-4085
　　　 滋賀県赤十字血液センター
　　　 TEL 077-564-6311

問合せ

「第１回人権教育連続� �
セミナー」の講師変更

お知らせ

変更前：具
ぐ

志
し

�アンデルソン�飛
ひ ゅ う ま

雄馬さん
変更後：右

みぎ

田
た

�マリアナ�春
はる

美
み

さん
テーマは多文化共生と人権です。
　　　 人権推進課 人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ

ジェネリック医薬品を
使ってみませんか

お知らせ

ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が
切れた後に他の医薬品メーカーが製造し、
同じ効能・効果があると厚生労働省が認
めた価格の安いお薬です。
ジェネリック医薬品への変更に不安があ

る場合、期間を設けて使用することもでき
ますので、かかりつけの医師・薬剤師にご
相談ください。
また、保険証発送時に同封している「希

望シール」や「お願いカード」を活用し、ジェ
ネリック医薬品を希望する時に提示してく
ださい。
　　　 保険年金課 
　　　 国保年金係　TEL 69-2140
　　　 後期高齢者医療係　 TEL 69-2142
　　　 FAX 63-4618（共通）

問合せ

■日時：�６月22日～７月27日の毎週木曜日、
13時30分～14時30分（全６回）

■場所：�甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター� �
トレーニングハウス

■申込締切：６月15日（木）
■内容：ストレッチやトレーニング機器を
使った運動メニューを提供します。

■対象：健康管理のために運動をしたい
方、運動不足を解消したい方

■定員：先着６人
■参加費：1,500円（保険料含む）
　　　 甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　（月休館・10時～  
　　　 17時）
　　　 TEL 86-6971　
　　　 FAX 86-6984

問合せ
申込み

〜脂肪を燃やしましょう〜
脂肪燃焼教室

募集

問合せ

講座・教室名 日　時 回　数 対象者・定員 受講料・持ち物 開催場所・申込先 募集期間

山野草講座
～サギソウを
咲かそう～

５月３１日（水）
13時30分～
15時30分

１回
市内在住・在勤の
20歳以上の方
先着２０人

1,000円、だおん
鉢、エプロン、手
袋、持ち帰り用袋
※鉢が必要の方
は別途150円

土山中央公民館 ５月１６日（火）～
２３日（火）

シルバー大学

開講式
５月１９日（金）
受付13時～

開会13時30分～

全体学習会は
全９回

クラブ活動は各ク
ラブにより異なり

ます。

市内在住・在勤の
おおむね６0歳
以上の方

受講料１クラブ
3,000円（材料代・
テキスト代などは

実費）

かふか
生涯学習館 随時募集中

各公民館では受講生を募集しています。身近な場所で生涯学習をはじめませんか。
内容については各公民館へお問い合わせください。※受付時間：火曜日～土曜日（祝日除く）8時30分～ 17時15分

●水口中央公民館	 TEL.62-0488	 FAX.62-3338
●土山中央公民館	 TEL.66-0158	 FAX.66-0158
●かふか生涯学習館	 TEL.88-4100	 FAX.88-5055

●甲南公民館	 TEL.86-3036	 FAX.86-8119
●信楽中央公民館	 TEL.82-8075	 FAX.82-2463
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