
８月１日から
“びわ色”の後期高齢者
医療被保険者証で受診を

お知らせ

　新しい被保険者証を７月中旬頃対象者
へ発送します。現在お使いのうぐいす色

の被保険者証は、
７月31日をもって
有効期限が切れ
ますのでご注意く
ださい。

　　　 保険年金課 後期高齢者医療係  
　　　 TEL 69-2142　 FAX 63-4618
問合せ
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新しい
被保険者証は
びわ色です。

17 16No.289 No.289平成29年7月1日 平成29年7月1日

病院・施設お迎え　もしも・・・の時に
甲賀斎苑ご利用でのご葬儀
　　　　　　　自宅ご葬儀も承ります

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール
（株）水口福祉社 TEL62-3055
本社　甲賀市水口町高塚8-1　FAX 62-3127

創業35年 まごころこめてお手伝い

滋賀ペット葬儀社
湖南市夏見　心塔

お迎え・火葬・納骨供養 年中無休
日本ペットランド

0120-46-1200
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

■期日：�11月５日（日）
■場所：�日本陸連公認　あいの土山マラ

ソンコース
■種目：�マラソン、ハーフマラソン  

いずれも登録男女・一般男女
■対象：�平成11年４月１日以前の出生者

（高校生、車いすでの参加はで
きません）

■参加料：�5,000円
■定員：�先着4,200人
■申込期間：郵便振込   

7月15日（土）〜８月10日（木）  
ＲＵＮＮＥＴ（https://runnet.jp/）

　7月15日（土）〜８月31日（木）
　　　土山体育館内大会事務局（月曜休館） 
 　　   TEL 66-0091　 FAX 66-1091
問合せ
申込み

２０１７あいの土山
マラソン出場者募集

募集

　市で制作する「広報こうか」および行政情
報番組「きらめきこうか」の取材やキャスター
をしていただく子どもたちを募集します。
■募集人数：�４人（応募多数の場合、抽選）
■対象：市内在住の中学１年生〜中学２

年生で、打ち合わせ・取材・収録等の
ため広報課（水口庁舎）やあいコムこう
かスタジオ（土山地域市民センター６Ｆ）
等にお越しいただける方。

■内容：�・ 市内行事等の取材をして広報
紙原稿を作成。

　　　　�・ 番組に出演し、トピックスやお
知らせなどの原稿を読む。

■スケジュール
　打合せ　7月24日（月）（予定）
　取材　　 7月25日（火）〜８月10日（木）  

のうち１日
　収録　　８月23日（水）
　※ 詳細については後日応募者にお知らせ

します。
■応募方法：意気込みなど80字以内でま

とめ、住所・氏名（ふりがな）・性別・学
校名・学年・連絡先をご記入の上、郵
送・ＦＡＸ・Ｅメール・持参のいずれか
で提出

■申込締切：７月14日（金）
　　　甲賀市役所 広報課
　　　〒528-8502
 　　   水口町水口6053番地  
 　　   TEL 69-2101　 FAX 63-4619  
 　　   Eメール koka10040400＠city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

夏休み！子ども特派員
＆キャスター大集合

募集 医療費が高額に� �
なりそうなとき
（限度額適用認定証の交付）

お知らせ

　事前に「限度額適用認定証」を医療機関
に提出することで、１カ月の支払いを自己
負担限度額でとどめることができます。認
定証が必要な場合は、下記のとおり申請
をお願いします。
※ 保険税の未納がある場合、交付を受け

られない場合があります。
※ 70歳から74歳までの方は高齢受給者証

で所得区分の確認ができるため、住民
税非課税世帯の方のみ申請が必要です。
■申請場所：保険年金課または旧支所で

ある土山、甲賀大原、甲南第一、信楽
地域市民センター

■持参するもの：保険証、認印  
課税証明書（平成29年１月１日に甲賀
市に住所のない方は必要）

■現在、認定証をお持ちの方：
・ 認定証の有効期限は７月31日となっ

ていますので、引き続き必要な場合は
８月１日以降に申請してください。

　　　 保険年金課 国保年金係  
　　　 TEL 69-2140　 FAX 63-4618
問合せ

検診のご案内
～信楽中央病院～

お知らせ

　当院では次の検診を受診することができ
ます。
【信楽中央病院骨粗しょう症検診】
■対象：�市内在住の65歳以上の男性・

75歳以上の女性の方
　※ 昨年度（平成28年度）の受診者は対

象外ですのでご注意ください。
■検診内容：�問診票の記載と前腕骨密度

測定
■実施期間：�７月〜翌年２月（予定）
※先着80人、定員になりしだい終了。
■受付方法：�受付窓口または診察室でご

相談ください。
■受付期間：�７月〜翌年２月  

（月〜金　祝日除く）
■受診料：無料
【慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）検診】
■対象：�市内在住の40歳以上の方で喫

煙歴のある方
■検診内容：�問診票の記載と呼吸器機能

検査
■実施期間：�７月〜翌年２月（予定）
※先着100人、定員になりしだい終了。
■受付方法：�受付窓口または診察室でご

相談ください。
■受付期間：�７月〜翌年２月  

（月〜金　祝日除く）
■受診料：無料
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

第７巻「甲賀の城」を含む
甲賀市史全巻限定２０セット販売

お知らせ

■申込開始日：�７月３日（月）〜
■受付場所：�甲南庁舎2階 歴史文化財課
■販売価格：�28,000円（1〜8巻1セット）
■申込方法：�電話・ＦＡＸで下記まで
※ 第７巻単巻での販売は行いませんのでご

了承ください。
　　　 歴史文化財課 調査管理係  
　　　 TEL 86-8026　 FAX 86-8216
問合せ
申込み

～犯罪や非行を防止し、立ち
直りを支える甲賀のチカラ～
７月は「社会を明るくする運動強調月間」

お知らせ

　犯罪や非行のない明るい社会の実現に
向けて、市民の皆さんのご理解、ご協力を
よろしくお願いします。
　　　 第67回社会を明るくする運動  

甲賀市推進委員会（社会福祉課内）
　　　 TEL 69-2157　 FAX 63-4085

問合せ

～地域の力で子どもを守り、
育みましょう～ ７月は
「青少年の非行・被害防止強調月間」

お知らせ

　青少年が非行に走りやすいと言われる夏
がやってきます。青少年の非行防止、ま
た被害に合わないために地域で子どもを守
り、育んでいきましょう。
　　　 社会教育課 青少年育成係
　　　 TEL 86-8022　 FAX 86-8380
問合せ

ブラッシュアップパソコン中級講習
■日時：�7月20日（木）〜 28日（金）  

10時〜 16時（土日は除く）
■場所：�シルバー連合会事務所（大津市）
■内容：�文書やチラシ、グラフの作成、

表計算方法など
■定員：20人
■申込締切：７月10日（月）
■参加費：無料
※受講希望の方は事前に選考面接あり
　　　滋賀県シルバー人材センター連合会 
 　　   TEL 077-525-4128
問合せ
申込み

５５歳以上対象�就業機会
拡大のための講習会

募集

■日時：�7月6日（木）９時30分〜12時30分　
13時30分〜 15時30分

■場所：市役所水口庁舎
■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

血液が不足しています
献血にご協力を

募集 税理士による
税務相談

相談

■開催日：�7月5日、19日（水）  
13時30分〜 16時30分  

（受付16時まで）
■場所：水口納税協会 ３階 会議室
■定員：予約制で先着６人（１人約30分）
■料金：無料　※要申込
　　　 水口納税協会  
　　　 TEL 62-1151　 FAX 63-0173
問合せ
申込み

高齢者・障がい者
なんでも相談会

相談

　弁護士・司法書士・社会福祉士・社会
保険労務士・行政などの専門職による無
料相談会。
■日時：�７月15日（土）  

13時30分〜 16時30分
■場所：�湖南市保健センター  

（湖南市夏見588番地）
※予約不要・相談無料
※ 手話通訳が必要な方は事前にご連絡く

ださい。
　　　 甲賀・湖南成年後見センター  
　　　 ぱんじー（甲南庁舎２階）  
　　　 TEL 86-6161　 FAX 86-6199

問合せ

出張消費生活相談 相談

　インターネットの普及により新しい詐欺
や悪徳商法、多重債務、架空請求などの
消費者問題の相談に応じます。
■開催日：7月18日（火）13時30分〜16時
■場所：甲南第一地域市民センター
■対応者：消費生活相談員
※申込不要
　　　 生活環境課 消費生活センター  
　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ


