
自衛官等募集のご案内 募集

１　自衛官等の募集

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒
（推薦）

男子で中卒（見込含）
17歳未満の成績優秀
かつ生徒会活動等に顕
著な実績を納め、学校
長が推薦できる者

11月1日（水）
～ 12月1日（金）

平成30年1月6日（土）
～ 8日（月・祝）※

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒
（一般）

男子で中卒（見込含）
17歳未満の者

11月1日（水）～
平成30年1月9日（火）

1次
平成30年1月20日（土）

2次
平成30年2月1日（木）
～ 4日（日）※

自衛官候補生
18歳以上
27歳未満の者

随時募集
受付時に
お知らせします。

※いずれか１日を指定されます。

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
ご連絡下さい。）

草津地域事務所
（草津市西渋川1-3-25）

時間内個別説明
（10：00～18：00）

　　　 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

　気軽な雰囲気の中で、地域で活躍され

ている方のお話を聞くまちづくりサロンを

開催します。

●地域ぐるみで取り組む獣害対策　

■日時： 11月11日（土）10時～ 12時

■場所： かふか生涯学習館

■講師： 神区アライグマ捕獲従事者　 

　　　　竹
たけ

中
なか

島
じま

眞
まさ

博
ひろ

さん

■定員： 先着20人

■参加費： 100円（お茶代）

■申込締切： 11月２日（木）

●特産品で地域を元気に！　

■日時： 11月19日（日）13時～ 15時　

■場所： 甲南第三地域市民センター

■講師： 地域おこし協力隊 田
た

中
なか

啓
けい

介
すけ

さん

■定員： 先着20人

■参加費： 500円（お菓子、お茶代）

■申込締切： 11月10日（金）

　　　 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

こうかのまちをもっと好きになる 甲賀まちづくりサロン参加者 募集

第２６回 
サニーサイド文化祭
～楽しみながら「福祉」「障害」を考える～

催し

■日時： 10月21日（土）10時15分～15時

■場所： サニーサイド（水口町宇川2033）

■内容： 大正琴演奏・よさこい演舞・模

擬店・自主製品販売・お楽しみ

抽選会・施設活動紹介

※当日のボランティアも募集中です。

　　　 サニーサイド（相澤・西尾）  
　　　 TEL 63-0328　 FAX 63-0426

問合せ

宇川会館“ 第２２回前夜
祭・第４２回文化祭”

催し

テーマ「 福祉と人権のまちづくりを  

私たちの手で」

　両日ともさまざまな屋台が会場を埋め尽

くします。

■前夜祭　

■日時： １１月４日（土）17時～

■内容： 和太鼓、人権創作解放劇、合奏・

手話による合唱、共同制作展示

■文化祭　

■日時： １１月５日（日）9時30分～

■内容： 学習会の園児・児童、宇川会館

使用団体などの発表　他

■場所： 宇川会館

　　　 宇川会館  
　　　 TEL / FAX 62-4109

問合せ

ひと箱古本市

＠
イ ン

旧水口図書館

催し

■日時： 10月21日（土）10時～ 16時

■場所： 旧水口図書館

■内容： ヴォーリズ建築で開催される古本

市。お気に入りの一冊を見つけて

みませんか。

■対象： どなたでも

■入館料：無料

　　　 稚木の会  
　　　 TEL 080-3111-7219

問合せ

『ラムネ菓子作り』
わくわく☆チャレンジクラブ

催し

■日時： 11月11日（土）10時～ 11時30分

■場所： かえで会館

■内容： 口の中でシュワシュワ溶ける、ラ

ムネ菓子を作ります。

■対象： 市内の小学生

■定員： 先着12人

■材料費： 100円

■持ち物： エプロン、三角巾、上靴、タオ

ル、お茶

■申込方法： 電話で下記まで

■申込受付日時： 10月16日（月）９時～

　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958

問合せ

申込み

甲賀市青少年
健全育成市民大会

催し

■日時： 10月28日（土）13時～16時30分

■場所： 忍の里プララ  

（甲南情報交流センター）

■内容： 中学生広場意見発表、活動発表、

記念講演

■参加費： 無料

　　　 甲南青少年研修センター  
　　　 TEL 86-8151　 FAX 70-3366

問合せ

第３６回文化書道展 催し

■日時： 11月11日（土）９時30分～ 17時  

11月12日（日）９時30分～ 16時

■場所： 碧水ホール

■入場料： 無料

■主催： 文化書道滋賀甲賀支部

　　　 田中書道院（田中）  
　　　 TEL / FAX 62-1921

問合せ

●里親とは？  

　保護者の入院、離婚、経済苦、養育の

拒否、虐待など、さまざまな事情から家庭

で暮らすことができない子どもを、自らの

家庭に迎え入れて養育する方のことです。  

　主に、養育里親と養子縁組里親の２種

類の里親があります。  

　一定の研修や審査を受けたあと、里親と

して登録されます。

里親家庭を
募集しています

募集

　市民の皆さんに広く活用いただいている

「健診（検診）カレンダー」に広告を掲載し

ませんか

■掲載場所： 平成30年度健診（検診）カ

レンダーで市の指定する位置

（位置指定不可）

■発行時期： 平成30年3月発行予定

■発行部数： 30,000部

■募集枠数： 最大12枠

■広告規格料金：  

　Ⓐ縦50㎜×横55㎜ 22,000円（税込） 

　Ⓑ縦50㎜×横120㎜ 44,000円（税込）

■申込期間： 10月16日（月）～11月17日

（金）（土日祝除く）

■ 申込方法：申込書・原稿・納税証明書

（市外の申込者に限る）・誓約書・役員

調書の５点を下記まで提出ください。

※詳細は市ホームページをご覧ください。

　　　 すこやか支援課 全世代包括支援係 
　　　 TEL 69-2167　 FAX 63-4085

問合せ

申込み

「健診（検診）カレンダー」広告 募集

●いろんな里親さんを求めています  

　・ 短期間（数日～数週間程度）だけ養育

する里親

　・ 子どもが学校を転校しなくてもいいよう

に、同じ校区の子どもを養育する里親

　・ 中学生、高校生を養育する里親

　・ 乳幼児期から長期（年単位）で養育す

る里親

　・ 養子縁組を希望する里親　など

※ 県内のたくさんのご家庭が里親家庭とし

て登録していただくことで、子どもたちの

生活場所の選択肢が広がります。

　　　 滋賀県中央子ども家庭  
　　　 相談センター（里親担当）  
　　　 TEL 077-562-1121　  
　　　 FAX 077-565-7235

問合せ

～あいこうか市民ホール  
リニューアル１０周年記念事業～
多羅尾小学校オペレッタ＆
みんなで歌おう！コンサート

催し

■日時： 11月11日（土）14時開演

■場所： あいこうか市民ホール

■内容： 第一部・ ｢ アフター・アワーズと  

歌おう！みんなのうた」

　　　　第二部・ 多羅尾小学校オペレッタ

　　　　　　　「へこき三
さん

良
らあ

」

■入場料： 無料（要整理券）

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館）  
　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625

問合せ

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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11月11月
水口スポーツの森へ行こう

◎ 年間予約に供しない一般利用者のための確保日  

（２月分）のお知らせ　

　●野球場（市民スタジアム）…  

　　平成30年2月3日（土）・18日（日）

　●多目的グラウンド…  

　　平成30年2月3日（土）・18日（日）

　●締切日…11月28日（火）

　●抽選日…12月3日（日）

●野球場（市民スタジアム） ●陸上競技場●多目的グラウンド

水口スポーツの森　TEL / FAX 62-7529問合せ

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

３日(金・祝）

・４日（土）

8:30 ～

17:00

秋季中央合同大会

【中学生】

5日（日）
8:30 ～

16:00

甲賀市民球技大会　決勝大会

【一般】

12日（日）
9:00 ～

15:00

甲賀市シニア野球リーグ

閉幕戦

【シニア】

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

3日（金・祝）
9:00 ～
17:00

関西女子サッカー大会Ｕ－15
【中学生】

4日（土）
8:30 ～
17:00

秋季高校総体サッカー競技
【高校生】

7日（火）
8:30 ～
15:00

水口町ゲートボール連盟　
秋季ゲートボール大会【連盟会員】

11日（土）
8:30 ～
16:00

第19回甲賀市ふれあい
グラウンドゴルフ大会【成人】

12日（日）
8:30 ～
17:00

第55回滋賀県障害者スポーツ大会
サッカーの部【県内障がい者】

17日（金）・
18日（土）

8:30 ～
16:00

第４回甲賀市長杯ゲートボール大会
【連盟会員】

開催日
利用予定
時間

事業・大会名等

大会等の利用予定なし

水口スポーツの森へ行こう

■場所：みなくち子どもの森、自然館

■対象： 幼児から大人まで

■参加費： 無料

■申込み： 不要 (定員あり)

◆しぜんさんぽ（自然散歩）

　 11月11日（土）  

14:00 ～ 15:00

11月

みなくち
子どもの森の催し

みなくち子どもの森自然館 

 TEL 63-6712　 FAX 63-0466
問合せ
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