
創業36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

　県内に本社または事業所のある企業等で
の就業体験に参加する学生を募集します。
■実習期間：�平 成30年２月17日（ 土 ）～

27日（火）のうち、５日間以上
■対象者：�滋賀県内、県外の学生（学部、

学年不問）
※申し込み方法等詳細は下記まで
　　　 滋賀インターンシップ推進協議会事務局  

（滋賀県委託業者（株）Re-birth）  
TEL 077-548-8422　  
FAX 077-548-8423

問合せ
申込み

オール滋賀ＤＥ
インターンシップ

募集

　協働のまちづくりへの意識を高め、地域
に密着した社会貢献活動に取り組んでい
る民間の団体や個人を募集します。
■�被表彰対象者：� �
　次の５分野の活動に取り組んでいる
民間の団体や個人  
①住民自治に関する取り組み  
②健康・福祉に関する取り組み  
③スポーツ振興の取り組み  
④環境に関する取り組み  
⑤文化・観光振興の取り組み
■申込締切：�12月15日（金）必着
※自薦・他薦は問いません
※ 申し込み方法等詳細は、下記ホームペー

ジをご確認ください。
　　　 公益財団法人滋賀県市町村振興協会  
 　　　TEL 077-522-2711　  
　　　 FAX 077-523-2354  
　　　 ホームページ http://ss-sinko.jp/
　　　 地域コミュニティ推進課  
　　　 地域コミュニティ推進係  
　　　 TEL 69-2113　 FAX 63-4554

問合せ
申込み

問合せ

まちの活性化に貢献
している団体・個人に
～おうみ社会貢献賞～

募集

１１月１４日 全国瞬時
警報システム（Jアラート）
の全国一斉情報伝達訓練

お知らせ

■日時：�11月14日（火）11時

■対象地域：�市内全域の地域情報化基盤
整備事業の音声放送端末機
と屋外拡声器

■放送内容：�放送前後にチャイムが鳴り、
『これはＪアラートのテスト
です』などの放送が最大音量
で流れます。

※ 訓練実施にあたり、ご理解とご協力をお
願いします。

　　　  危機管理課 防災危機管理係  
TEL 69-2103　 FAX 63-4619

問合せ

■日時：�11月８日（水）・29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）

※無料・要申込

　　　 水口納税協会

　　　 TEL 62-1151　 FAX 63-0173
問合せ
申込み

税理士による税務相談 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。

※申込不要

■日時：�11月20日（月）  
13時30分～ 16時

■場所：�甲南地域市民センター

■対応者：�消費生活相談員

　　　 生活環境課 消費生活センター  
　　　 TEL 69-2147　 FAX 63-4582
問合せ

出張消費生活相談 相談

　市では、環境審議会委員の任期満了に
伴い、新たに委員を募集します。
■募集人員：�２人程度
■任期：�２年間
■応募資格：� �
　 　次に掲げるすべての項目に該当する方  
（１） 甲賀市に引き続き１年以上居住する

20歳以上の方
　（２） 甲賀市の他の機関等の委員となって

いない方
　（３） 審議会の会議（平日の昼間）に出席

できる方
　（４） 国・地方公共団体の議員や国・県・

市の職員以外の方
■審議会の開催：�年２回程度
■募集期限：�11月30日（木）
■�応募方法：生活環境課に設置してある

応募用紙に800字以内で小論文（環境
に関する考え方や応募動機）を提出して
ください。応募用紙は、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。その他、
詳細は下記までお問い合わせください。

　　　 生活環境課 環境政策係  
 　　    TEL 69-2144　 FAX 63-4582
問合せ
申込み

甲賀市環境審議会委員 募集

■日時：�11月29日（水）～ 12月１日（金）  
９時～ 16時30分

■場所：�ピアザ淡海滋賀県立県民交流セ
ンター（大津市）

■内容：�外出困難者支援のため運送技術
を学び資格取得をめざします。

■対象：�普通自動車免許をお持ちの県内
在住者で55歳以上の方

５５歳以上県内在住者対象
福祉有償運送運転者講習

募集

■日時：�11月11日（土）10時～ 13時
■場所：�自主活動センター きずな  

２階会議室
■対象：�5歳以上小学生以下の子どもと大人
■定員：�先着15組
■参加費：�会　員 800円/組  

非会員 1000円/組  
（子ども2人目からは1人につき 
プラス500円）

■持ち物：�エプロン、三角巾、筆記用具  
（お持ち帰りの場合は、保冷
バッグ・保冷材）

■申込締切：�11月7日（火）
　　　 甲賀市国際交流協会　  
 　　    TEL / FAX 63-8728
問合せ
申込み

親子の世界まなびじゅく
～子どもと一緒に
かんぴょう巻きと飾り巻きをつくろう～

募集

■日時：�11月25日（土）13時～ 16時
■場所：�生活支援センターあかつき
■対象：�市内在住のワードで文字入力で

きる方（障がいのある方優先）
■定員：�８人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：�11月18日（土）
　　　生活支援センター あかつき　  
 　　   TEL 65-4641　 FAX 65-4642
問合せ
申込み

オリジナル年賀状を作ろう
～パソコン年賀状作成講習会～

募集

■定員：�20人（受講者選考面接あり）
■参加費：�無料  

（交通費、昼食代は自己負担）
■申込締切：�11月15日（水）
　　　 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

■日時：�12月８・15・22日（金）  
13時30分～ 14時30分（全３回）

■場所：�甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター
■内容：�ストレッチと運動で肩こりや腰痛

を予防・解消
■指導：�市スポーツ指導員
■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10人

らくらくストレッチ教室 募集

■参加費：�900円（保険料含む）
■申込締切：�12月１日（金）
　　　 水口体育館・甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター・

信楽中央公民館のいずれかに来館
　　　 水口体育館  

TEL / FAX 62-9589

申込み

問合せ

募集第13回 甲賀市美術展覧会作品
P I C K U P

　展覧会の最終日（3月4日）には、出品
作品を対象に審査員による講評会を実
施します。皆さんのご応募をお待ちして
います。
■会期：�平成30年２月24日（土）～  

３月４日（日）
■会場：�【書、工芸･立体部門】  

あいこうか市民ホール  
【平面、写真部門】碧水ホール

■応募資格：�甲賀市・湖南市内に在住、
通勤、通学する方（中学
生以下は応募できません）

■出展点数：�１人につき写真部門２点
以内、他部門１点

■出品料：�作品１点につき800円  
（18歳以下の方は無料）

■�応募方法：応募要項にある出品票を
添えて、作品を２月18日（日）９時～
17時に会場まで搬入してください
■�入賞：�市展賞（副賞２万円）  

議長賞（副賞１万円）  
教育長賞（副賞１万円）  

（各部門１点）　ほか
■�応募部門および作品規格：  

１） 平面（洋画・日本画・版画等）  
サイズが20号（72.7㎝×50㎝）以
上、50号（116.6 ㎝×116.6 ㎝）
以内。日本画、水墨画、切り絵
等もこれに準ずる。ただし、版画
は下限を設けない。

　２） 工芸･立体（工芸･彫刻･立体造形等）  
工 芸：  

平面は縦、横がそれぞれ220cm
以内（外装を含む）。立体作品
は重さ40kg以内、縦･横･高さ
の合計が240cm以内。また、
その一辺が150cm以内。

　　 立 体（彫刻・立体造形等）：  
縦、横、高さがそれぞれ200cm
以内。重さ40kg以内で、展示
上危険でないもの。

　３）書  
　　  作品は半切（36㎝×136㎝）以上、

16平方尺以内。ただし、一辺が
240cm以内。

　４）写真  
　　 ・ 銀塩プリント・デジタルプリント

（自家出力プリント可）とする。
　　 ・ 単写真、組写真ともに、半切・

A3ノビ以上で、画面の長辺が
40cm以上の作品。組写真は、
全体が最大220cm以内とし、
作品を一体化して固定する。

※ 自己の創作した未発表の作品に限る。
各部門額装指定あり。

※ 詳しくは市ホームページまたは各地
域市民センターなどに設置している
募集要項をご覧ください。

　　　 甲賀市美術展覧会実行委員会事務局 
（あいこうか市民ホール内・月曜休館） 
TEL 62-2626　 FAX 62-2625

問合せ
申込み

ＰＣＢを含む電気機器は届出が必要です お知らせ

　PCBを含む電気機器等（変圧器、コンデ
ンサー、家庭用を除く照明用安定器など）
を使用または保管されているときは、PCB
特措法に基づく届出と、適正な保管が必
要です。  
　また、PCB廃棄物は処分期間が決めら
れており、高濃度PCB廃棄物の処理につ
いては、平成33年３月31日までとなって
います。  

　事業所の電気室、キュービクル（高圧受
電設備）、倉庫などを点検し、届出を行っ
ていない場合は下記までお問い合わせくだ
さい。

　　　  滋賀県 循環社会推進課   
廃棄物対策室 廃棄物指導係  
TEL 077-528-3473　  
FAX 077-528-4845

問合せ

21 20No.297 No.297平成29年11月1日 平成29年11月1日


