
悩みごと解決

相談コーナー 月8相談コーナー
「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます

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

愛情手作り
パン教室

8月3日・10日（木）
9時30分～12時30分
8月24日（木）
9時30分～13時30分

３回

市内在住、在勤の
１８歳以上、
先着１２人
※３回とも受講�
可能な方

3,600円
エプロン、三角巾、
手拭用タオル、ス
リッパ、持ち帰り
用の袋か容器
※�24日のみランチョ
ンマット必要

場所）かえで会館
申込）甲南公民館

7月15日（土）～
26日（水）

※お子様連れの
参加は不可

木工教室
小さな杉のイス

8月5日（土）
9時30分～11時30分 １回 市内小学生

(保護者同伴必要）
800円
木工作業できる服装 甲南公民館 7月15日（土）

～29日（土）
樹脂ストラップ
づくり

8月12日(土）
13時30分～15時30分 1回 市内の小学生

(1～３年生は保護者同伴）２００円
場所）杉谷公民館
申込）甲南公民館

7月22日（土）～
8月5日（土）

「平和への　
��あしあと」展
“戦争から学ぼう”

展示：7月20日（木）～
8月19日（土）�
10時～18時���
紙芝居：8月4日（金）
11時～12時

紙芝居：１回 紙芝居：� �
市内の小学生 無料 信楽図書館 申込不要

おどりの
おけいこ

8月3日（木）・8日（火）
10時～12時、
19時30分～21時30分�
8月9日（水）
19時30分～21時30分
8月10日（木）
10時～12時

昼間　３回
夜間　３回

市内の小・中学生
（保護者の参加可能）

無料
ゆかた（貸出あり）、
たび（無い人は白
の靴下）

信楽中央公民館
（信楽開発センター）

7月15日（土）～
28日（金）

タブレット講座

9月5日（火）
13時
30分
��～
15時
30分

各１回
市内在住、在勤の
6０歳以上

各会場先着２０人

無料
iPad－mini
（貸出）

甲南公民館
8月12日（土）～
19日（土）

※申込は５館の�
どこでも可

9月14日（木） かふか生涯学習館
9月20日（水） 水口中央公民館

9月22日（金） 信楽中央公民館
（信楽開発センター）

9月26日（火） 土山中央公民館

各公民館では講座の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

相談内容／問合先 開催日 時間 場所／備考
人権なんでも相談＊   2日（水）

13時30分
～

16時

かふか生涯学習館（甲賀）

人権擁護委員が、相談に応じます。
※申込不要 

 大津地方法務局　甲賀支局総務係
☎ 62-1828／  62-1748

  7日（月） 土山開発センター
10日（木） 水口社会福祉センター
10日（木） 信楽開発センター
22日（火） 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
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・お盆（14〜16日）は休み

 人権推進課　人権政策係　☎ 69-2148／  63-4554

市役所水口庁舎  人権推進課  相談室

行政相談   7日（月）
13時30分

～
15時30分

水口社会福祉センター

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

  8日（火） 土山開発センター
10日（木） かふか生涯学習館（甲賀）
16日（水） 信楽開発センター
18日（金） 市民福祉活動センター（甲南）

就労相談＊   1・29日（火）

9時30分
～

11時30分

土山地域市民センター
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・お盆（14〜16日）は休み

 商工労政課　労政係　☎ 69-2188／  63-4087

8・22日（火） 市役所水口庁舎　商工労政課
1・8・22・29日（火） かえで会館
2・9・23・30日（水） 西教育集会所
3・10・17・24日（木） 宇川会館

4・18・25日（金） 信楽開発センター
  2・30日（水）

13時30分
~

15時30分

かふか生涯学習館（甲賀）

9・23日（水） 甲南情報交流センター
（忍の里プララ）

3・10・17・24・31日（木） 清和会館
4・18・25日（金） 上野教育集会所

結婚相談（婚活支援）
5・19日（土） 13時～16時 水口図書館

２階会議室
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

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
 甲賀市社会福祉協議会　☎ 62-8085／  63-2021

法律相談＊
2日（水） 14時～17時 あいこうか市民ホール定員/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　法務係　☎ 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）   3日（木）

13時～16時
水口社会福祉センター

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 17日（木） 老人福祉センターフィランソ土山

育ちと学びの相談＊
園や学校、市役所など

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）

青少年の悩みごと相談＊
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。

 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

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。
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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：�７月29日（土）� �
９時30分～ 12時30分　� �
13時30分～ 15時30分

■場所：�フレンドマート信楽店
■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

あけびはら山の子はうす
カブトムシの里 休園

お知らせ

　毎年７月中旬から８月中旬にかけて開園
していますカブトムシの里は、昨冬の雪害
によりカブトムシハウスが破損したため、
今年度は休園となります。
　　　�あけびはら山の子はうす  
　　　 TEL 68-0323
　　　�農業振興課　TEL 63-4592

問合せ

※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

差押不動産公売のお知らせ お知らせ

■日時：�８月３日（木）９時30分～ 11時
■場所：�市役所　水口庁舎３階会議室� �

301Ｂ・Ｃ　
■内容：�物件　
売却区分１� �
・土地　�水口町春日字外輪、山林（現況宅

地）、197㎡、見積価額　86万円
売却区分２� �
・土地　�水口町北脇字竹花、宅地、�

175.2㎡、見積価額　282万円
売却区分３� �
・土地　�甲南町深川字東口、雑種地、

168㎡、見積価額　166万円
売却区分４� �
・土地　�水口町春日字外輪、宅地、

358.95㎡　
・建物　�所在は土地と同じ　居宅、木

造スレート葺２階建、延べ126
㎡、見積価額　295万円

売却区分５� �
・土地　�甲賀町田堵野字上ノ垣外、山

林　92㎡・宅地　456㎡
・建物　�所在は土地と同じ　居宅、木

造瓦葺２階建、延べ124.38㎡、
見積価額　561万円

売却区分６　� �
・土地　�甲南町希望ケ丘本町五丁目、

宅地、226.33㎡　
・建物　�所在は土地と同じ　居宅、木

造瓦葺平家建、65.73㎡・倉庫
（未登記）　木造瓦葺平家建、
14.9㎡、見積価額　262万円

■�売却決定・代金納付日／場所� �
８月10日（木）11時／市役所水口庁舎� �
税務課�滞納債権対策室

※�詳細は市ホームページをご覧ください。
公売日時までに中止する場合があります。
　　　�税務課 滞納債権対策室  
　　　 TEL 69-2131　 FAX 63-4574問合せ


