
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

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

平成30年1月1日 平成30年1月1日

甲賀市新指定文化財
巡回パネル展

催し

　新たに市が指定した文化財についてパ
ネルで紹介します。
■開催期間・場所
　・�1月10日（水）～ 23日（火）� �

水口図書館・歴史民俗資料館　
　・�1月25日（木）～ 2月4日（日）� �
甲南図書交流館　

　・�2月8日（木）～ 18日（日）� �
信楽図書館　

　・�2月24日（土）～ 3月6日（火）� �
甲賀図書情報館　

　・�3月8日（木）～ 11日（日）� �
平和堂アル･プラザ水口「海の広場」

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

問合せ

くすり学習館
『親子ものつくり教室』

催し

第２回 マーベリング（墨流しはがき）
■日時：�１月21日（日）10時～ 12時
■場所：�くすり学習館　
■定員：�親子20組
■参加費：�無料
■申込方法：�電話・ＦＡＸ・直接申込
※�ＦＡＸの場合、住所、氏名（保護者・児
童）、連絡先電話番号を明記
■申込締切：�１月14日（日）
　　　 くすり学習館  
　　　 TEL 88-8110　 FAX 88-3154
問合せ
申込み

布絵本手作り教室
忍者のワッペンをつくろう！

催し

　布絵本製作ボランティア「もめん」さんを
講師に、フェルトを使った忍者のワッペン
を作ります。
■日時：�１月28日（日）10時～ 12時
■場所：�信楽図書館�視聴覚室
■対象：�小学生以上� �

（小学生は保護者同伴）
■定員：�先着15人（定員になり次第締切）
■材料費：�100円
■申込方法：�電話・ＦＡＸ・直接申込
　　　 信楽図書館（月、火、第４木曜休館）  
　　　 TEL 82-0320　 FAX 82-3921
問合せ
申込み

滋賀県初開催
自衛隊・警察・消防
公務員合同職業説明会

催し

■日時：�１月25日（木）・27日（土）� �
9時30分～ 12時（受付９時～）

■場所：�滋賀県警察本部（大津市打出浜
1番10号）

■参加機�関：自衛隊滋賀地方協力本部・
滋賀県警察本部・大津市消防局

※申込不要
　　　  自衛隊滋賀地方協力本部  

募集課 募集班  
TEL 077-524-6446

　　　  滋賀県警察本部 警務課 採用係  
TEL 0120-204-314

　　　  大津市消防局 消防総務課 庶務係  
TEL 077-525-9901

問合せ

自分を磨いて恋する
スクール Vol③
～甲賀市結婚支援事業～

催し

■日時：�1月21日（日）� �
男性：10時～12時� �
女性：14時～16時

■場所：�サントピア水口
■内容：�センスＵＰ！� �

～愛がうまれるファッション～
■対象：�市内在住・在勤の結婚を希望す

る独身の男女
■定員：�男女各25人� �

（申し込み多数の場合は抽選）
■参加費：�無料
■申込方�法：氏名・住所・年齢・職業・

性別・連絡先を記入のうえメー
ルまたはＦＡＸ

※�メールでのお申し込みの場合は、タイトル
に「恋するスクール」と明記してください。
■申込締切：�１月14日（日）
　　　  本気の結婚相談所ディアエール  

TEL 090-8455-2413　  
FAX 60-8555

　　　  地域コミュニティ推進課 交流推進係  
TEL 69-2114　 FAX 63-4554  
Ｅメール  
koka10044000@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

問合せ
申込み

第66回 
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時：�１月17日（水）14時～ 16時
■場所：�信楽保健センター�１階
■内容：�「ひざ・腰・肩の痛み」� �

痛いより痛くない方がいい！！
■定員：�約20人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話・ＦＡＸ・直接申込
■申込締切：�１月10日（水）
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

関西フィルハーモニー
管弦楽団 ニューイヤー
オペラガラコンサート

催し

■日時：�１月21日（日）14時30分開演
■場所：�あいこうか市民ホール
■内容：�ビゼー「カルメン」ほか
■入場料：Ａ席 �一般� 3,500円� �

25歳以下�2,000円�ほか�
（全席指定）

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

～みんなでつくろう！
笑顔あふれるまちづくり～
市民向け権利擁護セミナー

催し

■日時：�１月27日（土）13時30分～ 16時
■場所：�水口社会福祉センター
■内容：�高齢者・障がい者の権利擁護支

援について学びます。
■申込締切：�１月19日（金）
　　　  甲賀・湖南成年後見センター ぱんじー  

（甲南第一地域市民センター２階）  
TEL 86-6161　 FAX 86-6199

問合せ
申込み

■日時：�１月22日（月）～２月２日（金）13時
～ 17時（土日を除く10日間）

■場所：�大津市・草津市の旅館およびホ
テル

■内容：�旅館・ホテルでのさまざまな業
務を学びます。

■定員：�15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：�１月10日（水）
　　　  滋賀県シルバー人材センター  

連合会  
TEL 077-525-4128　  
FAX 077-527-9490

問合せ
申込み

５５歳以上の
県内在住者対象
旅館・ホテルスタッフ
技能講習受講者

募集

１月２５日（木）１７時～
コンビニ・多機能端末機での
戸籍証明交付サービスを停止します

お知らせ

　戸籍システムメンテナンスのため、下
記の日程ですべてのコンビニ・多機能端
末機で戸籍および戸籍附票の証明書交付
サービスを停止します。� �
　大変ご不便をおかけしますが、ご理解、
ご協力をお願いします。
※�証明書が必要な方は、早めに取得をお
願いします。
■日時：�１月25日（木）17時～終日
　　　�市民課 戸籍住民係  
　　　 TEL 69-2138　 FAX 65-6338
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。
■日時：�１月20日（土）13時～ 15時
■場所：�大野公民館
■内容：�「いちご女子」によるいちご栽培の

お話
■講師：いちごの会 吉

よし

田
だ

淑
よし

子
こ

さん
■定員：�先着20人
■参加費：�300円（お菓子、お茶代）
■申込締切：�１月15日（月）
　　　  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

　市では、現在市内19カ所で公設の児童
クラブを開設しています。� �
　児童クラブの利用者は年々増加していま
す。そこで、利用者の増加に対応するため、
定員を上回ることが予想される地域を対象
に、児童クラブを開設する意欲のある民
間事業者を広く募集します。� �
　運営に関する条件や対象となる地域、
締め切り等募集の詳細は、市ホームペー
ジでご確認いただくか、お問い合わせくだ
さい。

民設民営児童クラブ
の運営者

募集

※児童クラブとは� �
　仕事等により昼間家庭に保護者がいな
い小学生に対し、放課後等に遊びや生活
の場を提供し、健全な育成を図るための
施設です。
　　　  子育て政策課 子育て政策係  

TEL 69-2176　 FAX 69-2298
問合せ
申込み
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　インターネットの普及による新しい詐欺
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：�１月18日（木）13時30分～16時
■場所：�かふか生涯学習館
■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

出張消費生活相談 相談


