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夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人（天体観望会） 催し

「最果ての惑星を見るチャンス！」

■日時： ９月９日（土）  

19時30分～ 21時30分

■場所： かふか生涯学習館

■内容： 月、土星、海王星などの観望

■定員：先着20人

■申込方法： 電話で下記まで

■申込締切： ９月８日（金）

※天候不良、申込者少数の場合は、中止し

ます。

　　　 かふか生涯学習館  

　　　 TEL 88-4100　  

　　　 FAX 88-5055

問合せ

申込み

１　自衛官の募集

募集種目 受験資格 受付期間 試験日 採用後の処遇

防　衛
大学校
学　生

推薦

高卒（見込含）21歳
未満の、成績優秀か
つ生徒会活動等に顕
著な実績を修め、学
校長が推薦できる者

９月５日（火）
 ～７日（木）

９月 23日（土・祝）・24日（日）

卒業後、幹部候補生学校を経て幹部自
衛官になる。
特別職国家公務員
学生手当月額　113,300円
期末手当（６月、12月）

総合
選抜

高卒（見込含）
21歳未満の者

９月５日（火）
 ～７日（木）

１次   9月23日（土・祝）
２次  10月 28日（土）・29日（日）

一般
（前期）

９月５日（火）
 ～ 29日（金）

１次  11月 ４日（土）・５日（日）
２次  12月 ５日（火）～９日（土）

一般
（後期）

平成30年
１月20日（土）
 ～ 26日（金）

平成30年
１次  ２月17日（土）
２次  ３月 9日（金）

防衛医科
大 学 校
医 学 科
学 生

高卒（見込含）
21歳未満の者

９月５日（火）
～ 29日(金)

１次  10月 28日（土）・29日（日）
２次  12月 13日（水）～15日（金）

卒業後、幹部候補生学校、初任実務研
修を経て医師である幹部自衛官になる。
特別職国家公務員
学生手当月額　113,300円
期末手当（６月、12月）

防衛医科
大 学 校
看護学科
学 生

高卒（見込含）
21歳未満の者

９月５日（火）
～ 29日（金）

１次  10月14日（土）
２次  11月25日（土）・26日（日）

卒業後、幹部候補生学校および自衛隊
病院等において所定の教育訓練および
研修を経て保健師･看護師である幹部自
衛官になる。
特別職国家公務員
学生手当月額　113,300円
期末手当（６月、12月）

２　受験説明会の実施

名　称 期　日 場　所 備　考

陸海空自衛隊
受験説明会

毎　日
（土日祝は事前にご連絡ください。）

草津地域事務所
（草津市西渋川1－3－25）

時間内個別説明
（10時～ 18時）

　　　 自衛隊滋賀地方協力本部草津地域事務所　TEL 077-563-8205　ホームページ  http://www.mod.go.jp/pco/shiga/問合せ

自衛官の募集 募集

宗次郎  
オカリナコンサート

催し

　オカリナの第一人者宗
そう

次
じ

郎
ろう

が、オリジナ

ル曲のほか、心の琴線に触れる叙情歌・

愛唱歌を奏でます。

■日時： 10月８日（日）  

14時～（13時30分開場）

■場所：あいこうか市民ホール

■入場料： 一般　3,000円　  

高校生以下　2,500円　  

※指定席、前売・当日同一料金

■ プレイガイド：ローソンチケット（Ｌコー

ド＝54673）、アル・プラザ水口、あい

の土山文化ホール、忍の里プララ、あ

いこうか市民ホールほか

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館）  

　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ

第６２回   
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：9月20日（水）14時～ 16時

■場所：信楽保健センター １階

■内容： 講座「ＣＯＰＤ・禁煙」  

まだタバコ吸いますか？酸素吸っ

て暮らしますか？

■講師：病院スタッフ

■定員：約20人

■参加費：無料

■申込方法：電話・ＦＡＸ・直接申込

■申込締切：９月13日（水）

　　　 信楽中央病院  

　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ

申込み

第６８回 滋賀県花道展覧会 催し

　甲賀市を会場に、各流派が腕を競って

美しいお花を生け込みます。

■日時： ９月23日（土・祝）・24日（日）  

９時30分～ 17時  

（24日は16時30分まで）

■場所： 碧水ホール

■入場料：無料

　　　 滋賀県花道協会甲賀湖南支部（冨永）  

　　　 TEL / FAX 62-4412
問合せ

第５回   
人権教育連続セミナー  

（兼 保護者・ＰＴＡ等人権研修会）

催し

■日時： ９月30日（土）  

13時30分～ 15時10分

■場所：忍の里プララ

■内容： 講演「健常者」を考える

■講師： 松
まつ

永
なが

真
まさ

純
ずみ

さん  

（大阪教育大学非常勤講師）

■参加費： 無料（申込不要）

■託児： 先着10人  

（要申込・９月15日（金）まで）

■その他： 手話通訳・要約筆記あり

　　　 人権推進課 人権教育室  

　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ

申込み

女性起業セミナー
《マルシェ出店時に
知っておきたいなるほど！講座》

催し

■開催日・内容：〈５回連続講座〉

 ・ 9月13日（水）  

「マルシェ出店でつかもう私の起業へ

の手ごたえ」

・ 9月20日（水）  

「心をつかむチラシ作成講座」

・ 9月27日（水）「ＳＮＳ活用講座」

・ 10月4日（水）  

「起業する覚悟とあきらめない秘訣」

・ 10月11日（水）  

「買ってもらいやすい店づくり」

■場所：水口センチュリーホテル

■定員：先着30人

■参加費：2,000円

■申込方法： 電話・FAX・Ｅメールで下記

まで

　　　 甲賀市商工会  

　　　 TEL 62-1676　 FAX 63-1052  

　　　 Eメール　kokasci@shigasci.net

問合せ

申込み

　「あいの土山マラソン」スタッフとして選

手を間近で観戦・応援してみませんか？

参加者にはスタッフキャップをプレゼントし

ます。

■日時： 11月５日（日）  

７時30分～16時30分（予定）  

※ 当日の役割により、集合・解

散時間が異なります。

■場所： 土山体育館（メイン会場）他

■内容： 給水・受付業務等

第３１回あいの土山マラソン ボランティアスタッフ 募集

■対象： ①中学生以上の方  

※ 高校生以下は保護者の同意書

が必要

　　　　② スタッフ事前説明会とマラソン

大会当日に参加できる方

　　　 あいの土山マラソン事務局  

　　　 （詳しくは公式ホー  

　　　 ムページ参照）  

　　　 TEL 66-0091　  

　　　 FAX 66-1091

問合せ

申込み

■日時： 【ワークショップ】  

10月14日（土）９時30分～ 15時30分  

【コンサート】  

10月15日（日）14時30分開演

■場所：碧水ホール

■内容： プロの声楽家から直接指導を受け、発声

の基礎から学んだ後、翌日のコンサート

（有料公演）で発表します。

オペラワークショップ 「ヘンゼルとグレーテル」参加者 募集

■日時：

　10月７日（土） 小学生・マスターズの部  
10月８日（日） 中学・高校・一般の部  
両日とも８時30分～受付開始

■場所： 甲賀市陸上競技場  
（水口スポーツの森）

■対象： 市内在住・在勤・在学者（左記
以外はオープン参加が可能です
が表彰はありません）。

■申込方法・期限：9月15日（金）17時ま
でに、部門毎に申込用紙を提出。

※詳細は下記までお問い合わせください。

　　　 甲賀市体育協会事務局  
　　　 TEL 86-2343　 FAX 86-2443

問合せ

申込み

第14回  
甲賀市民体育大会参加者

募集

■募集期間： ９月15日（金）～ 26日（火）

■申込方法：募集案内や申込書等は、９
月13日（水）から下記などで配布します。
また、市ホームページからもご覧いただ
けます。

　　　 住宅建築課 公営住宅係

　　　 TEL 69-2212　 FAX 63-4601
問合せ

申込み

市営住宅の入居者 募集

■対象： 小学３～６年生、中学生

■定員：先着20人

■参加費： 無料

■受付開始日：９月12日（火）

　　　 あいこうか市民ホール  

　　　 （月曜休館）  

　　　 TEL 62-2626　  

　　　 FAX 62-2625

問合せ

申込み

歌とヴァイオリンと  
ピアノの調べ
ふるさとに響け  
ワンコインコンサート

催し

■日時： 9月17日（日）  

14時～（15時30分終了予定）

■場所：旧水口図書館（水口小学校内）

■出演： 中
なか

西
にし

惠
けい

子
こ

（ソプラノ）

　　　　保
やす

井
い

佐
さ

弥
や

（ヴァイオリン）他

■定員：50人

■参加費：500円

　　　 ふるさとに響けワンコインコンサート

　　　 実行委員会（保井）  

　　　 TEL 090-7550-6762

問合せ


