地層化石講座

催し

込用紙に必要事項を記入の上、
下記まで送付ください。

募集

市営住宅の入居者

（金）～ 12日
（火）
■日時：平成30年1月7日
（日）
・8日
（月・祝）
 ■募集期間：12月１日
両日とも10時～ 15時
■申込方法：募集案内や申込書等は、12
月１日から下記などで配布しま
■場所：みなくち子どもの森
す。所定の用紙で下記までお申
■対象：小学生以上

し込みください。
（4年生以下は保護者同伴）
※詳細は市ホームページでもご覧いただけます。
■定員：10人 

問合せ 住宅建築課 公営住宅係
※定員を超えた場合は抽選
申込み TEL
69-2212 FAX 63-4601
■参加費：１人300円
■申込方法：参加者の氏名・住所・電話
番号・学年を記入し、はがきか
FAXで下記まで
■申込締切：12月20日
（水）必着
問合せ
申込み

みなくち子どもの森自然館
〒528-0051 水口町北内貴10
TEL 63-6712
FAX 63-0466

募集
首都圏で学ぶ
学生の皆さんへ
平成３０年度 湖国寮入寮生

■場所：甲南図書交流館視聴覚ホール

JR中央線三鷹駅から徒歩約15分

■定員：先着40人
■参加費：無料

■その他：電気代・水道代は実費負担

■申込方法：電話またはFAXで下記まで

※年次途中の入寮可

 山歴史民俗資料館
土
（月火休館・10時～ 17時）
TEL 66-1056
FAX 66-1067

第２１回 あいの土山
斎王群行出演者

■申込方法：ホームページまたは電話・
FAXで下記まで
問合せ
申込み

募集

はるか1100年前の平安絵巻を再現する
 「斎王群行」。平安衣装を身にまとい群行
に参加してみませんか。
■日時：平成30年３月25日
（日）
12時15分～

たる み さいおうとんぐうあと
■内容：新作狂言
「ニンジャカジャと大名、
■場所：大野小学校～垂水斎王頓宮跡
そしてちょっとタロウカジャ」
おんな べ っ とう
すす
かわ
す お う おとし
■募集配役：［女性配役］斎王・女別当・
同時上演「濯ぎ川」「素袍落」
みょう ぶ
ない し
うね め
にょじゅ
命婦・内侍・采女・女嬬
■入場料：一般2,000円、青少年1,000円
か ちょう
はくちょう
とりものとね
［男性配役］火長・白丁・執物舎
（全席自由）
り
よ ちょう
ぞうしき
べ い じゅう
人・輿丁・雑色・陪従
■入場券販売所：ローソンチケット
（Ｌコー



 益財団法人
公
湖国協会
TEL 0422-55-1135
HP http://www.kokokuryo.com

障がいがある方の
パソコン教室

■日時：原則、毎週金・土曜日 
13時30分～ 15時30分



■場所：生活支援センター あかつき
（水口町暁３－４４）



■内容：ワード・エクセル・メール・イン
ターネットの基本操作

ド54542）、あいこうか市民ホール、忍 ■対象：平 成14年４月１日以前に生まれ ■参加費：無料
た方。女性配役は、2月18日
（日） ■申込方法：電話で下記まで
の里プララ、あいの土山文化ホール、
の舞練習に参加できる方。
アル・プラザ水口ほか
問合せ 生活支援センターあかつき
申込み 担当 川渕
問合せ あいこうか市民ホール
（月曜休館）
 ■参加料：無料
申込み TEL
TEL 65-4641
FAX 65-4642
■申込方法：市内公共施設に備付けの申
62-2626 FAX 62-2625

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

自分らしく 健康長寿

かふか（甲南・甲賀）セレモニーホール

あいこうか薬局

（株）
水口福祉社
本社
25

TEL62-3055

甲賀市水口町高塚 8-1
No.299 平成29年12月1日

FAX 62-3127

甲賀市水口町松尾 830-2

税務課 滞

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

宅地、
358.95㎡
土地 水
 口町春日字外輪、
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４

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

買受人が決定した日から起算して７日
を経過した日の11時／市役所水口庁舎
税務課 滞納債権対策室

家屋を取り壊した時は お知らせ
家屋滅失申請書の提出を

“ストップ滞納”税金の お知らせ
納め忘れはありませんか

市税や使用料などのお支払いは お知らせ
便利・安全・確実な口座振替

平成30年度の家屋に対する固定資産税 【便利】納 期ごとに市 役 所や金 融 機 関へ
行って支払う必要がなくなります。
は、平成30年１月１日に存在する家屋に
一度、口座振替の手続きをすると
課税します。そこで平成29年中に家屋を
翌年以降も自動継続されます。
取り壊された場合（予定されている場合を
含む）
には、平成29年12月28日
（木）
まで 【安全】現金を持ち歩く必要がありません。
に
「家屋滅失申請書」
を提出してください。 【確実】納め忘れがなく、通帳の記載内容
から支払履歴が確認でき、領収書
■提出先：旧支所である土山、甲賀大原、
を紛失する心配がありません。
甲南第一、信楽地域市民セン
■手続き方法：市内各金融機関に備え付
ターまたは税務課資産税係まで
けの口座振替申込書に必要事項を記入

※申請書は、市ホームページにも掲載して
いますのでご利用ください。

し、通帳のお届印を押印後、振替を希
望される金融機関の窓口へ直接お申し
込みください。

通常、
翌月以降から振替開始となります。

※家 屋滅失申請書を提出いただいても、
不動産登記は滅失されませんのでご注
■取扱金融機関：滋賀銀行、関西アーバ
意ください。
ン銀行、甲賀農業協同組合、湖東信用
※法務局で家屋滅失の不動産登記手続き
金庫、滋賀県信用組合、京都銀行、近
畿労働金庫、グリーン近江農業協同組
をされた場合、家屋滅失申請書を提出
合、滋賀県民信用組合、ゆうちょ銀行
していただく必要はありません。
問合せ

税務課 資産税係
TEL 69-2129
FAX 63-4574

問合せ

税務課 収納推進係
69-2130 FAX 63-4574

TEL

税理士による税務相談
「本人通知制度」
に
登録を

お知らせ

本人通知制度とは、住民票の写しや戸
籍謄本などの証明書の不正取得をなくす
※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。 ため、市役所が代理人や第三者に交付し
た場合に、その事実をご本人に郵送でお
問合せ 税務課 滞納債権対策室
申込み TEL
FAX
知らせする制度です。
69-2131
63-4574

募集

■対象：市内在住で障がいのある方

■日時：12月４日
（月）
８時30分～ 18日
（月）17時15分【土日を除く】

■内容：物件

■寮費：
（２人部屋の場合）

１日２食付
（朝食・夕食）６万円／月

問合せ
申込み

再公売で売却できなかった差押財産に
ついて先着順の随意契約で売却します。

■場所：市 役所 水口庁舎
納債権対策室

■対象：18歳以上の大学、専門学校等へ
進学の学生

い とうまさゆき

■場所：あいこうか市民ホール

あいの土山文化ホール
（月曜休館）

〒528-0211 土山町北土山2222-2
TEL 66-1602
FAX 66-1603

募集

■講師：伊藤誠之（市資料調査員）

■日時：平成30年１月27日
（土）
14時開演（13時30分開場）

問合せ
申込み

首都圏で学ぶ滋賀県出身の学生生活を
支援する湖国協会では、平成30年度の入
寮生を募集しています。

首都圏の大学等に進学を予定されている
■日時：平成30年1月11日
（木）
・18日
（木）
、 方は、下記までお問い合わせください。
2月1日
（木）
・８日
（木）
全4回
 ■場所：東京都武蔵野市西久保２丁目15
13時30分～ 15時
番30号
（湖国寮）



古文書講座初級編
「古文書を読んでみよう」受講者

■内容：特に初めて学ぶ方を対象とし、
「読
み」
に重点を置いた講座

催し
これも忍者！
？
爆笑必至の茂山狂言
～おうみ狂言図鑑2018春公演～

■申込締切：平成30年１月９日
（火）必着

不動産公売のお知らせ お知らせ

■対象：甲賀市に住民登録されている方
または本籍がある方

■登録窓口：市民課および旧支所である
土山、甲賀大原、甲南第一、信
県と市では、
税の公平な負担の観点から、
楽地域市民センター
12月一斉に滞納整理を強化します。

未納のまま放置すると、預貯金・給与 ■登録に必要なもの

等の差し押さえや自宅などへ捜査を行うこ
・本人確認書類
（運転免許証・マイナン
とがあります。納め忘れ等ご不明な点は
バーカード・顔写真付き住基カード・
下記までご連絡ください。
パスポート等）
（市税）税務課 滞納債権対策室
問合せ
・印鑑
TEL 69-2129
FAX 63-4574
市民課 戸籍住民係
（県税）中部県税事務所 甲賀納税課
問合せ
TEL 63-6106
FAX 63-0439
TEL 69-2138
FAX 65-6338

相談

■日時：12月13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
■申込方法：電話で下記まで
■定員：予約制で先着６人（１人約30分）
■料金：無料
問合せ
申込み

水口納税協会
TEL 62-1151
FAX 63-0173

出張消費生活相談

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。
■開催日：12月19日
（火）
13時30分～16時
■場所：信楽開発センター
■対応者：消費生活相談員
※申込不要
問合せ

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

☎0748-65-6636
平成29年12月1日

No.299
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