
『あずま袋作り』
わくわく☆チャレンジクラブ

催し

■日時：�1月13日（土）10時～ 11時30分
■場所：�かえで会館
■内容：�手ぬぐいをあずま袋に仕上げ、ワッ

ペンをつけてオリジナル手提げ袋
を作ります。

■対象：�市内の小学生
■定員：�先着15人
■材料費：100円
■持ち物�：えんぴつ、消しゴム、ハンドタ

オル、お茶
■申込方法：電話で下記まで
■申込受付日時：12月15日（金）９時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ
申込み

新春経済講演会～甲賀市商工会～ 催し

■日時：�1月27日（土）14時～ 15時30分
（開場13時～）

■場所：�碧水ホール　
■講師：�岩

いわ

田
た

公
きみ

雄
お

氏（ジャーナリスト・学
習院大学特別客員教授）

■講演会テーマ� �
　　　　�｢どうなる！今後の日本の政治経済

～報道の最前線から見た2018
年の展望～」

■申込方�法：講演日までに甲賀市商工会
本所・各支所窓口で入場整理券
をお受け取りください。

■定員：�先着400人
■受講料：無料
　　　 甲賀市商工会  
　　　 TEL 62-1676　 FAX 63-1052
問合せ
申込み

甲賀圏域在宅医療推進フォーラム
「記憶の彼方へのいざない～
よう忘れるけど毎日楽しいからええねん～」

催し

■日時：�1月28日（日）� �
13時30分～ 16時30分

■場所：�湖南市甲西文化ホール
■内容：�基調講演�｢認知症 最新の治療と

予防のおはなし」
　　　　講師：�木

きの

下
した

彩
あや

栄
え

氏（京都大学大
学院医学研究科�人間健
康科学系専攻�教授）

　　　　�シンポジウム�｢もし、あなたが認知
症になったら～在宅
医療と地域の支え～」

※�滋賀県警察本部による、高齢者の運転
免許のお話と「お試し！記憶力・判断力
簡易テスト」も実施
■対象：�市民・医療福祉従事者等

第９回 人権教育連続セミナー 催し

■日時：�1月20日（土）14時40分～ 16時
■場所：�甲賀農村環境改善センター
■内容：�講演「子どもは地域のパートナー

～じぃちゃん、ばぁちゃんとともに～」
■講師：�奥

おく

村
むら

仁
ひと

美
み

さん（公益社団法人子ど
も情報研究センター）

■参加費：無料（申込不要）
■その他�：託児あり（要申込・申込締切１

月10日（水））手話通訳･要約筆記
あり

※�甲賀人権文化創造をめざすまちづくりの
つどいと同日開催

　　　 人権推進課 人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ
申込み

■定員：�300人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話またはFAX（FAX：氏

名、お住まいの市、質問事
項を記入）で下記まで

■申込締切：�１月12日（金）
　　　  甲賀圏域医療福祉推進協議会事務局 

（滋賀県甲賀健康福祉事務所内）  
TEL 63-6111　 FAX 63-6142

問合せ
申込み

■日時：�１月21日（日）９時～ 14時
■場所：�甲賀市陸上競技場発着周回コース
■部門：�各部門とも５区間� �

【一般】【高校生】【中学生】� �
【小学生】【マスターズ】� �
それぞれ男女の部

■申込方�法：申込書をホームページから
ダウンロードいただき、1月5日
（金）17時までにFAXで下記まで

※�大会の規定・区間距離など詳細は下記
までお問い合わせください。

　　　  甲賀市スポーツ協会事務局  
TEL 86-2343　 FAX 86-2443  
ホームページ  
https://kokataikyo.jimdo.com/

問合せ
申込み

第14回 甲賀市民
駅伝競走大会出場者

募集

■日時：�１月19日～2月23日の毎週金曜日
10時～11時30分（全６回）

■場所：�甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター
■内容：�トレーニングマシンを使った運動
■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６人
■参加費：�1,500円（保険料含む）
■申込締切：�1月12日（金）
　　　  水口体育館・甲南B＆G海洋セン

ター・文化スポーツ振興課のいず
れか

　　　  甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター  
TEL 86-6971　 FAX 86-6984

申込み

問合せ

めざせシェイプアップ
脂肪燃焼教室受講生

募集

甲賀市消防団 年末特別警戒
の実施と出初式を開催

お知らせ

【年末特別警戒】
■実施日：�12月29日（金）・30日（土）
■内容：�防火活動や警戒パトロールを実施
※�忙しい年末年始は火の取り扱いがおろそ
かになりがちです。一人ひとりの心がけ
で、火災をなくしましょう。

【出初式】
■日時：�1月7日（日）8時20分～
■場所：�あいこうか市民ホール
■内容：�８時20分頃～団旗を掲げた行進、

11時頃～消防車両パレード、その
後、各地域で消防車両一斉放水

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

全国瞬時警報システム
（Jアラート）の不具合の解消

お知らせ

　11月14日（火）に実施した、全国瞬時�
警報システム（Ｊアラート）の全戸一斉情報
伝達訓練において、市内の音声放送端末
機と屋外拡声器で、音声放送が流れない
事態が発生しました。原因は音声を流すた
めの放送プログラムの不具合で、至急改
修し、正常に作動することを確認しました。�
　市民の皆様には不安とご心配をおかけし
ましたこと、深くお詫びいたします。� �
　なお改めて、Jアラートのテスト放送を12
月27日（水）に実施する予定をしています。
　　　�危機管理課 防災危機管理係  
　　　 TEL 69-2103　 FAX 63-4619
問合せ

障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しています お知らせ

　市では常時介護が必要な在
宅の重度障がいのある方に、そ
の障がいのために生じる負担を
軽減し、福祉の増進を図るため、
右記の手当を支給しています。��
　いずれの手当も診断書など
による認定が必要で、所得制
限があります。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

対象 支給額

障害児
福祉手当

20歳未満の在宅の重度心身障
害児で、身体障害者手帳１級（２
級の一部を含む）程度の身体
障害、または、障害の状態が上
記と同じ程度以上の精神（知的）
障害があると認められる人。

14,580 円
（月額）

特別
障害者
手当

20歳以上の在宅の重度心身障
害者で、障害基礎年金の１級
程度の障害が複数あり、日常
生活において常時特別の介護
を必要とする状態にある人。

26,810 円
（月額）

お知らせ上下水道部の水口庁舎移転と
移転に伴う名称変更
■上下水道部の移転� �
　現在甲南庁舎にある上下水
道部は、平成30年１月１日か
ら現水口庁舎（新庁舎）２階に
移転し、業務を開始します。
■移転に伴う名称変更� �
　現在の「市役所水口庁舎・
甲南庁舎」という名称は、平
成30年１月１日から次のとお
り変更となります。
「甲賀市役所水口庁舎」� �
→「甲賀市役所」
「甲賀市役所甲南庁舎」� �
→�｢甲賀市 甲南第一地域市
民センター」

P I C K U PP I C K U P

上下水道部　新電話番号・ＦＡＸ番号
課名 係名 電話番号 FAX番号

上下水道
総務課

上水道経営係 69-2221

69-2295

下水道経営係 69-2222
料金管理係 69-2223

上水道課
工務係 69-2225
給水係 69-2226
維持係 69-2227

下水道課
計画普及係 69-2228
施設維持係 69-2229
建設係 69-2230

※�当分の間は、旧番号でもご利用いただけます。

　　　�公有財産管理課 庁舎整備室　TEL 69-2126　 FAX 63-4561問合せ

　　　�障がい福祉課 自立支援係　TEL 69-2161　 FAX 63-4085問合せ

広報こうか 11月15日号 お詫びと訂正
　11月15日号�３ページ「自分を磨いて
恋するスクールＶol①�～甲賀市結婚支
援事業～」の申し込みメールアドレスに
誤りがありましたので、お詫びし訂正い
たします。メールからお申し込みをいた
だいた方には大変ご迷惑をおかけし申
し訳ありませんでした。今後の申し込み
は次のメールアドレスにお願いします。
正：koka10044000@city.koka.lg.jp

「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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１月１月
水口スポーツの森へ行こう
●野球場（市民スタジアム） ●陸上競技場

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

21日（日） 8:30 ～
17:00

第14回
甲賀市民駅伝競走大会
【全般】

●多目的グラウンド

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

13日（土） 8:30 ～
16:00

2018年新春初打ちグラウンドゴルフ大会
【成人】

14日（日）・
28日（日）

8:30 ～
17:00

甲賀市U-12リーグ８人制サッカー
【小学生】

20日（土）・
27日（土）

9:00 ～
17:00

高円宮杯U-15サッカー大会
【中学生】

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（４月分）	 	
のお知らせ　

　●野球場（市民スタジアム）…４月７日（土）・15日（日）

　●多目的グラウンド…４月７日（土）・15日（日）

　●締切日…１月30日（火）

　●抽選日…２月４日（日）

１月は、大会等の利用予定なし

■場所：みなくち子どもの森、自然館
■対象：�しぜんさんぽ…どなたでも　森のかべかざり…5歳以上
■参加費：�しぜんさんぽ…無料　森のかべかざり…200円
■申込み：�しぜんさんぽ…申込不要（定員あり）� �

森のかべかざり…1月4日（木）〜電話で下記まで

◆しぜんさんぽ（自然散歩）
　�1月13日（土）14:00〜 15:00
◆森のかべかざり� �
　�　森の木の実や枝で、� �
かべかざりをつくろう。
　�1月28日（日）14:00〜 15:00

１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
申込み

No.300 No.300平成29年12月15日 平成29年12月15日


