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コーナー 4月 相談は無料ですので、お気軽にお越しください

人権なんでも相談 ＊
人権擁護委員が相談に応じます。　※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係　☎６２−１８２８　Ｆax６２−１７４８

開催日 時間 場所／備考
1日（月）

１3時30分
～

１６時

土山地域市民センター

2日（火） 甲南公民館（忍の里プララ）

3日（水） 甲賀大原地域市民センター

11日（木） 水口社会福祉センター

12日（金） 信楽地域市民センター

行政相談
　医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見などを
受け付けます。※申込不要
対応者 ● 行政相談委員（総務省委嘱）
問  滋賀行政監視行政相談センター　☎077−523−1100

開催日 時間 場所
1日（月）

13時30分

～

１５時３０分

水口社会福祉センター

8日（月） 土山地域市民センター

11日（木） かふか生涯学習館（甲賀）

１7日（水） 信楽図書館

19日（金） 甲南情報交流センター（忍の里プララ）

男女の悩みごと相談
　家庭や職場等での悩みごとに応じます。電話または面接相談（面
接相談は事前予約が必要）
問 申  人権推進課　人権政策係
☎６９−２１４８　Ｆax６３−４５５４

開催日 時間 場所
毎週月・水・金曜日
（祝日を除く） ９時～１６時 市役所　3階

人権推進課　相談室

法律相談 ＊
定員 ● 先着６人（1 人３０分）※要予約　（開催日の２週間前から受付）
相談員 ● 滋賀弁護士会所属の弁護士
問 申 甲賀市社会福祉協議会　☎62−8085　Ｆax63−2021

開催日 時間 場所
4日（木）

13時～16時
水口社会福祉センター

18日（木）

25日（木） 老人福祉センター フィランソ土山

結婚相談（婚活支援）
結婚支援員が相談に応じます。※申込不要
持ち物 ● 顔・全身が写った写真１枚
問 地域コミュニティ推進課　交流推進係　☎69−2114　Ｆax63−4554

開催日 時間 場所
6日（土）・20日（土） 13時～16時 市役所　別館

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊
生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。
※申込不要
対応者 ● 相談支援員・就労支援員
問 生活支援課　生活支援係　☎69−2158　Ｆax63−4085

開催日 時間 場所
毎週月～金曜日
（祝日を除く） ９時～17時 市役所

生活支援課　生活支援窓口

就労相談 ＊
　就職・転職のための情報提供や公共職業安定所への取り次ぎを
行います。※申込不要　※木曜のみ要予約
問 商工労政課　商工労政係　☎69−2188　Ｆax63−4087

開催日 時間 場所

2日・9日・１6日・２3日（火） 9時30分～
11時30分 市役所　商工労政課

3日（水）
9時30分～
11時30分

または
13時30分～
15時30分

土山地域市民センター

10日（水） 甲賀大原地域市民センター

１７日（水） 甲南公民館（忍の里プララ）

２4日（水） 信楽地域市民センター

毎週木曜日 13時30分～
15時30分

市役所 商工労政課または
各地域市民センター

育ちと学びの相談 ＊ 場所
発達や教育、こころの悩みなどの相談　※電話・FAX で相談の予約をしてください。
対象 ● おおむね４歳以上の在園幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５歳ごろまで）
※ おおむね４歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎６９−２１６９）にお問い合わせください。
問 申 発達支援課　発達支援係　☎６９−２１７９　Ｆax６９−２２９８（受付時間　９時～17時）

園や学校、市役所など

青少年悩みごと相談 ＊
不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談
※月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）の9時～16時、電話・Eメールでも相談に応じます。
問 少年センター（水口中央公民館別館２階）　☎62−6010　Ｆax63−3977　k-syonen@city.koka.lg.jp

税務相談 開催日 時間 場所

税理士が、税務相談に応じます。定員 / 先着６人（１人３０分）※要予約
問 申 公益社団法人水口納税協会　☎62−1151　Ｆax63−0173 10日（水） 13時30分～16時30分

（受付16時まで）
水口納税協会
３階　会議室

年金相談 開催日 時間 場所

相談員 ● 草津年金事務所職員　※要予約
問 申 草津年金事務所　☎077−567−1383（予約専用）　Ｆax077−562−9638（予約専用） 11日（木） 10時～15時 水口社会福祉センター

2階　中会議室

相談窓口　☎６９−２１４９

information＊印のある相談は、市内在住の方のみが対象です。

情
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のまど information

問 申 水口中央公民館　　☎62－0488　Ｆax62－3338 ／ 土山中央公民館　☎Ｆax66－0158
　　 かふか生涯学習館　☎88－4100　Ｆax88－5055 ／ 甲南公民館　　　☎86－3036　Ｆax86－8119
　　 信楽中央公民館　　☎82－8075　Ｆax82－2463

問 申 地域で創る土曜日 夢の学習（月・火曜日休）
　　  ☎７０－２３４９　Ｆax７０－３１８０

講座・教室名 日　時 開催場所 対象者・定員 受講料・持ち物 その他

「望遠鏡で太陽を見て
みよう」太陽の撮影に

も挑戦します。

3月23日（土） 
10時～12時
13時～15時

 甲南公民館
対象者）市内在住、在
勤、在学の方
定員）なし

受講料）無料
持ち物）コンパクトデジカ
メ、スマートフォン等必要
に応じてご持参ください。

当日ご都合の
よい時間内に

お越しください。

講座・教室名 日　時 対象者 受講料 その他

夢の学習 毎週土曜日
午前

対象者）市内在住の方
（会員登録必要） 無料

ニュースポーツや料理、囲碁・将棋な
ど多くの講座があります。詳しくはチ
ラシやホームページをご覧ください。

　公民館では次の講座、教室の受講生を募集します。身近な場所で生涯学習をはじめませんか。内容やお問い合
わせについては開催場所の公民館まで。※お問い合わせ時間：火曜日～土曜日（祝日除く）８時３０分～１７時１５分

甲賀市公民館講座

検索

募
集

①「甲賀忍者と観音の里を歩こう」
日時 ●３月２３日（土）１０時～１５時頃
集合場所 ● JR草津線甲賀駅１０時集合
行程 ● 甲賀駅➡大原邸➡櫟野寺➡

昼食➡田中酒造➡甲賀駅（解散）
参加費 ●８００円（拝観料、資料代）
②「東海道水口宿の歴史と酒蔵をめぐる」
日時 ●３月３０日（土）９時３０分～１５

時３０分頃
集合場所 ● 近江鉄道・水口石橋駅　

９時３０分集合
行程 ● 水口石橋駅➡大徳寺➡旧水

口図書館➡ひと・まち街道交流
館➡藤栄神社➡美冨久酒造（昼
食）➡水口城資料館➡水口歴史
民俗資料館➡水口城南駅（解散）

参加費 ●３００円（保険料・入館料）
【共通事項】
定員 ● ①②各日先着５０人
持ち物 ●お弁当（②は屋台あり）、飲

み物、保険証、雨具など
申込方法 ● 電話・ＦＡＸ・Ｅメールのい

ずれかで、住所・氏名・電話番号・
性別をご連絡ください。

問 申 甲賀市観光協会
☎６０－２６９０　Ｆax６０－２３６２
 info@koka-kanko.org

問 申 青少年自然活動支援センター
（社会教育課内）

☎69－2248　Ｆax69－2293
koka30104500@city.koka.lg.jp

◦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。
◦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。
問 滋賀県中央子ども家庭相談セ

ンター（里親担当）
☎０７７－５６２－１１２１　Ｆax０７７－５６５－７２３５

　東京・日本橋の情報発信拠点「こ
こ滋賀」では、滋賀の産品等の
魅力を来館者に伝える企画催事を
募集しています。
応募対象期間 ●

　4月1日（月）～2020年3月31日（火）
応募受付期間 ● 実施前々月の1日まで
詳細は下記アドレスでご確認ください。
http://cocoshiga.jp/
contact/#productsale
問 ここ滋賀　企画催事担当　宛
☎050-5306-9079
event@cocoshiga.jp

　キャンプなどの自然体験活動に
参加する子どもたちと自然の中で
すてきな思い出を作りましょう。
対象 ● 市の事業に参加できる、高

校生以上で概ね30歳までの方
内容 ● 体験活動のサポート（野外

調理やクラフトなどの指導支援
やレクリエーションの提供）

　※事前に研修や試作あり
その他 ● 交通費支給（上限あり）
申込方法 ● 電話またはメールで右記まで
申込締切 ●４月２５日（木）

県情報発信拠点
「ここ滋賀」企画催事

里親家庭を募集しています

ニンニン忍者キャンプ青年リーダー

JRふれあいハイキング 募
集

募
集

募
集

募
集
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