
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

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

平成29年10月1日 平成29年10月1日21 20No.295 No.295

　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。

■日時： 10月18日（水）13時30分～16時　■場所：土山地域市民センター

■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

申込み

出張消費生活相談 相談

■日時： 10月12日（木）10時～15時

■場所： 甲賀病院　２階　講堂１

■申込方法： 下記まで電話予約必要

※（その他）社会保険労務士が相談に応じます

　　　 滋賀県社会保険労務士会  
　　　 TEL 077-526-3760

問合せ

申込み

障がい年金に関する無料相談会 相談

差押不動産公売のお知らせ お知らせ

■日時： 10月12日（木）９時30分～ 11時

■場所： 滋賀県大津合同庁舎７-Ｂ会議室  
（大津市松本１丁目２-1）

■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　270万円

売却区分３　公売中止  

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　281万円

売却区分５  

土地　 甲賀町田堵野字上ノ垣外、山林 

92㎡・宅地　548㎡　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　376万円

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　106万円

■売却決定・代金納付日／場所  

　10月19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

申込み

〜ともにいきる地域づくり事業〜
にほんごサポーター養成講座

募集

■日時： ①11月７日（火）19時30分～21時 
②11月12日（日）10時～15時  
③平成30年１月14日（日）  
　13時30分～16時  
④平成30年１月28日（日）  
　13時30分～16時  
⑤平成30年２月４日（日）  
　13時30分～15時30分  
⑥平成30年３月10日（土）  
　10時～12時

■場所： 自主活動センターきずな

■内容： ①「やさしい日本語」とは

 　　　　② 外国人の皆さんと一緒にまち
あるき＆おしゃべりカフェ

　　　　③④生活の漢字学習支援について

　　　　⑤いろいろな国の言葉を知ろう

　　　　⑥ 外国にルーツをもつ子どもの  
日本語学習支援について

■定員： 先着30人

■参加費： 甲賀市国際交流協会会員無料  
非会員　3,000円  
②のみ別途1,000円必要

■申込方法： 電話、ＦＡＸ、メールで下記まで

■申込締切： 10月31日（火）

　　　  甲賀市国際交流協会事務局  
TEL / FAX 63-8728  
Ｅメール mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ

申込み

■日時： 10月８日（日）９時30分受付開始  

（小雨決行）

■場所： 国道307号「庚申口」交差点から

約150ｍ甲南方面へ進んだ水田

■参加料： 一人300円  

（おにぎり・お茶付き）

■持ち物： 軍手・長靴・稲刈り鎌（ある方

のみ）

参加希望者は当日現地に集合してください。

※汚れてもよい服装でお越しください。

■主催： うしかい田んぼアート実行委員会

　　　観光企画推進課 観光振興係  

 　　   TEL 69-2190　 FAX 63-4087
問合せ

うしかい田んぼアート
の稲刈り体験
参加者募集

募集

信楽焼の製作技術に
関する情報を募集

募集

　市教育委員会では、今年度から３年間

かけて、信楽焼の製作技術に関する調査

を行います。  

　昔、製造に使用されていた道具の使用

方法や一年の生産サイクル、信楽焼に関

わる信仰、年中行事についても情報を募集

します。  

　信楽焼に関するお話をお聞かせいただけ

る方、古い道具をお持ちの方、また昔の信

楽の様子がわかる古写真をお持ちの方、ぜ

ひ下記までご連絡ください。

　　　  水口歴史民俗資料館  
TEL 62-7141　 FAX 63-4737

問合せ

▲ 成形（手ロクロ）

水口税務署から記帳説明会等のご案内 お知らせ

　記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」、平成31

年10月から税率が引き上げられる消費税の「軽減税率制度」に関する説明会および「決算

説明会」を開催します。

■記帳説明会  

開催月日 時　間 場　所 講師

10月17日（火） 10時～11時30分
（全２回）

湖南市商工会（サンライフ甲西）
税理士

10月19日（木） 水口納税協会３階会議室（税務署の隣り）

■消費税の「軽減税率制度」に関する説明会  

開催月日 時　間 場　所 講師

10月17日（火） 11時40分～12時
（全２回）

湖南市商工会（サンライフ甲西）
税務署職員

10月19日（木） 水口納税協会３階会議室（税務署の隣り）

■決算説明会  

開催月日 時　間 場　所 講師

12月7日（木）
10時～12時
（全１回）

水口納税協会３階会議室（税務署の隣り） 税理士

※どなたでも参加できます。  

　ぜひお越しください。

　　　 水口税務署 個人課税部門  
　　　 ※自動音声によるご案内　TEL 62-0314

問合せ

■日時： 11月6日（月）・7日（火）  

９時30分～ 16時40分  

（６日は９時15分から）

■場所： 水口社会福祉センター福祉ホール

■対象： ・ 甲賀市介護予防・日常生活支援

総合事業基準緩和型サービス事

業所の従業者として働く予定の方

　　　　・ 介護現場で働きたいと思っている方

　　　　・ 介護に関心がある方　

　　　　※ 原則2日間受講可能な方に限

ります。

■定員： 先着30人

■参加費： 無料

介護サービス事業従事者育成研修受講者募集 募集

■申込方法： 所定の申込用紙に必要事項

を記入の上、下記までFAXま

たは郵送で（直接持参も可）

■申込用紙設置箇所  

　 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または長寿

福祉課（市ホームページからもダウン

ロード可）

■締切： 10月20日（金）  

（郵送の場合は当日必着）

　　　長寿福祉課 介護保険係  
　　　〒528-8502 水口町水口6053番地  
 　　   TEL 69-2165　 FAX 63-4085

問合せ

申込み

募集「発達に特徴を持つ子どもの理解と子育て」連続講座

P I C K U P

　落ち着きがない、忘れ物が多い、マイペースすぎる…など、子どもにはそれぞれ

に発達の特徴があります。子育てに悩む保護者の皆さん、子どもの発達の特徴を

知り、その子にあった育て方を一緒に学びましょう。

《低年齢児編》  

開催月日 時　間 内　容

第１回 10月25日（水）
９時30分

～
12時

「子どもの発達の特徴を知ろう」

第２回 11月 8日（水） 「子どもとの付き合い方」

第３回 11月22日（水） 「家庭での取組み」

 第４回 12月 6日（水） 「ふりかえりとまとめ」

■対象： ４・５歳児～小学３年生のお子さんの保護者

■定員： 先着30人

《思春期編》  

開催月日 時　間 内　容

第１回 10月27日（金）
９時30分

～
12時

「子どもの発達の特徴を知ろう」

第２回 11月10日（金） 「思春期の子どもとの付き合い方」

第３回 11月24日（金） 「子ども自身の自己理解と将来のこと」

 第４回 12月 8日（金） 「ふりかえりとまとめ」

■対象： 小学４年生～中学生のお子さんの保護者

■定員： 先着30人

■場所： 水口社会福祉センター　福祉ホール

■申込締切： 10月13日（金）

　詳細・申し込みは、下記までご連絡ください

　　　
 発達支援課　TEL 69-2178　 FAX 69-2298問合せ

申込み

甲賀広域勤労者互助会会員募集 募集

　甲賀市・湖南市の中小企業および団体で
働く勤労者の福利厚生の増進のため、安価
な負担でさまざまなサービスが利用できま
す。未加入の事業者はぜひご加入ください。

■入会金： 1,000円／人  
〈推進運動期間中10月1日～
12月27日〉は500円／人

■月会費： 600円／人

　　　 甲賀広域勤労者互助会 TEL 63-1809  
　　　 

問合せ

申込み
KOKOワーク 検索


