
「広報こうか」が、ホームページ・フェイスブックでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

第１回　発泡入浴剤づくり
　薬品を混ぜ合わせてお風呂にい
れる入浴剤を作ります。▲

日時　8月11日（日・祝）� �
10時～12時▲

申込締切　8月8日（木）先着順

第２回　薬草押し花ストラップづくり
　薬草を採取して押し花ストラッ
プを作ります。▲

日時　8月25日（日）10時～12時▲

申込締切　8月22日（木）先着順

各回共通事項　▲

場所　甲賀市くすり学習館▲

対象　親子15組▲

参加費　１人200円▲

申込方法　直接・電話・FAXで
下記まで

※FAXの場合、参加希望の講座
名、住所、氏名（保護者・児童）、
連絡先電話番号を明記
くすり学習館�
☎88-8110� Fax�70-3694

問合せ
申込み

夏休み親子
くすり体験教室 催　し

　健康講座や調理実習等の全3回
の講座です。「簡単だけど、ちょう
どいい」体にやさしいメニューを楽
しく学びませんか。▲

日時・場所　� �
第1回目　9月12日（木）� �
　9時30分～12時� �
　市役所 別館会議室101� �
第2回目　11月7日（木）� �
第3回目　1月29日（水）� �
　いずれも� �
　9時30分～14時30分　� �
　水口保健センター▲
内容　健康講話・調理実習� �
（第1回目は講話のみ）▲
対象　おおむね50歳～60歳代
の市民で、全3回参加できる方▲

定員　20人▲

参加費　第1回目　無料　� �
第2回目、第3回目　各300円▲

申込方法� 電話・FAXで下記まで▲

申込締切　9月5日（木）
すこやか支援課�健康増進係�
☎69-2168� Fax�63-4085

問合せ
申込み

シニア食育教室
催　し

　生地をこね、具をのせて、ピザ
を作ります。▲

日時　9月7日（土）� �
10時～11時30分▲

場所　かえで会館▲

対象　市内の小学生▲

定員　先着12人▲

材料費　200円▲

持ち物　エプロン・三角巾・マ
スク・上靴・タオル・飲み物▲

申込方法� 電話・FAXで下記まで
かえで会館�
☎86-4363� Fax�86-4958

問合せ
申込み

わくわく☆チャレンジクラブ
『ピザ作り』 催　し

　今年はスポーツを通して人権に
ついて学び、交流を深めます。市
内福祉事業所等の出店もあります。▲

日時　9月7日（土）13時30分～
16時20分（受付13時）▲

場所　あいの土山文化ホール▲

内容　地域からの発表� �
（土山中学校・青少年支援ハウ
ス輝・劇団ふりぃだむ）� �
講演｢�ボッチャで僕らはもっと� �

わかりあえる」
　（講師：�江

え

川
がわ

拓
たく

馬
ま

さん
　　　　 田

た

中
なか

康
やす

隆
たか

さん）
※参加費無料・申込不要
※手話通訳･要約筆記／有
※託児／要予約・先着15人・１歳
から就学前まで
人権推進課�人権教育室�
☎69-2150� Fax�63-4554

問合せ

第１３回
甲賀市人権教育研究大会
「いのち輝く未来のために」 催　し

　甲賀市、伸ばそう、健康寿命！
を目的に、健康に関する体験を通
して、自分の体を知ることのでき
るイベントを開催します。▲

日時　8月27日（火）～30日（金）
10時～17時▲

場所　アル・プラザ水口▲

内容
〇栄養相談、カードや食品サン
プルを使ったゲーム体験
〇健康相談、理学療法士による
運動指導・体力測定・ロコモ
ティブシンドロームチェック体験
〇体内年齢測定
〇血管年齢測定体験　等

※参加費無料・申込不要
すこやか支援課�健康増進係�
☎69-2168� Fax�63-4085

問合せ

健康ステーション
催　し

▲

日時　８月25日（日）� �
14時開式（受付開始13時30分）▲

場所　あいこうか市民ホール

甲賀市
戦没者追悼式 催　し

　大きな紙やダンボールに筆・手・
体を使って絵の具あそびをします。▲

日時　8月22日（木）� �
10時30分～11時30分▲

場所　たけのこ児童館（信楽・
西教育集会所）▲

対象　未就学児と保護者▲

持ち物　飲み物・タオル・着替
え一式（汚れてもよい服装）▲

申込方法　電話・FAXで下記まで▲

申込締切　8月19日（月）
たけのこ児童館�
☎82-2361� Fax�82-3616

問合せ
申込み

たけのこ子育て広場
『えのぐであそぼう』 催　し

　人と人とがつながり、共に生きる
人権が尊重された地域をめざして、
セミナーを開催します。▲

日時　8月20日（火）19時～20
時10分（受付18時30分～）▲

場所　かふか生涯学習館▲

内容　講演会「借金と�猫と�人権と」▲

講師　田
た

中
なか

ヒロヤさん（水口セ
ンチュリーホテル株式会社顧
問、Auguri！オーナー、滋賀県
動物愛護推進員）

※参加費無料・申込不要
人権推進課�人権教育室�
☎69-2150� Fax�63-4554

問合せ

第１回
甲賀市人権教育
連続セミナー 催　し

　病院や医療に関心を持っていた
だくためイベントを開催します。▲

日時　8月17日（土）10時～15時▲

場所　信楽中央病院▲

内容　CT検査体験、肺機能検
査体験、子供向け手術体験、介
護・健康相談など

※検査体験、手術体験は年齢制限有
※来場者駐車場は職員駐車場です。
（飯田歯科医院横）
信楽中央病院�
☎82-0249� Fax�82-3060

問合せ
申込み

第１回
信楽中央病院フェスタ 催　し

①しぜんさんぽ▲

日時　8月18日（日）14時～15時
②木の実ちゃんのぶらんこ▲

日時　�8月25日（日）10時～11時
③四季の昆虫観察会（秋編）

みなくち子どもの森の
催し 催　し

▲

日時　9月8日（日）�� �
13時30分～15時▲

対象　①幼児から大人まで、②
５歳以上、③小学1年生以上▲

参加費　①無料、②250円、③50円▲

申込方法　①申込不要�(定員あ
り)、②8月1日（木）～、③8月20
日（火）～申込受付（先着順）
みなくち子どもの森自然館�
☎63-6712� Fax�63-0466

問合せ
申込み

▲

内容　国歌斉唱・黙祷・慰霊の
ことば・追悼の辞・献花・広島
平和記念事業参加者の作文朗
読・次世代戦跡訪問参加者の
作文朗読

※申込は不要ですのでご参列くだ
さい。
福祉医療政策課�福祉総務係�
☎69-2157� Fax�63-4085

問合せ

▲

日時　1次試験　9月22日（日）▲

採用職種・人数　消防吏員・10
人程度▲

受験資格　
　①�平成6年4月2日から平成14
年4月1日までに生まれた方　

消防吏員採用試験
募  集

　58歳以上の県内在住者を対象
に、就業機会拡大のための講習会
受講者を募集します。
①�オフィスクリーニング技能講習� �
プラス整理収納
　ビル内での清掃技能の他、家庭
でも役立つ整理収納も学べます。▲
日時　8月28日（水）～9月6日
（金）10時～16時（土日祝を除く）▲

定員　15人▲

申込締切　8月20日（火）
②�観光客ナビスタッフ講習
　語学（英語、中国語、韓国語）や
滋賀の主な観光についてグループ
ワークなどで学べます。▲

日時　9月9日（月）～13日（金）� �
10時～16時▲

定員　30人▲

申込締切　8月23日（金）
①②共通事項▲

場所　シルバー連合会事務所
（大津市）他▲

参加費　無料（交通費、昼食代
は自己負担）
滋賀県シルバー人材センター連合会�
☎077-525-4128

問合せ
申込み

滋賀県シルバー
人材センター連合会
シニア対象「講習会」 募  集

▲

募集期間　8月22日（木）まで
　募集案内は、住宅建築課、およ
び旧支所である土山、甲賀大原、
甲南第一、信楽地域市民センター
で配布します。また、市ホームペー
ジでもご覧いただけます。▲

申込方法　所定の申込用紙で下
記まで
住宅建築課�公営住宅係�
☎69-2212� Fax�63-4601

問合せ
申込み

市営住宅入居者
募  集

　近年、相続等により住宅を取得
したが利用せずに空き家となる件
数が増えています。放置空き家の
発生を予防するため、法律相談会
を開催します。▲
日時　8月24日（土）・9月28日（土）��
10月26日（土）・11月16日（土）�
いずれも9時30分～12時

※事前予約制（1日先着5組）▲

場所　市役所　別館2階会議室▲

協力団体　滋賀県司法書士会、
近畿税理士会、滋賀弁護士会▲

申込方法　電話・FAX・Ｅメール�
・郵送（住所・氏名・電話番号・
相談希望日を記入）で下記まで

※定員を超えた場合のため第1希望日
から第3希望日までご連絡ください。▲

申込締切　各相談日の2週間前まで
住宅建築課�空家対策室�
☎69-2214� Fax�63-4601
�koka10405000@city.
koka.lg.jp

問合せ
申込み

相続等に関する
相談会（空き家関係） 募  集

　②�平成2年4月2日から平成6年
4月1日までに生まれた方のう
ち、社会人経験者であって、
一定の要件を満たされる方

※詳細は下記まで▲

受付期間　8月8日（木）まで▲

採用予定日　令和2年4月1日（水）
甲賀広域行政組合消防本部�
消防総務課�
☎63-7930� Fax�63-7940

問合せ
申込み

▲

第1次試験　9月22日（日）▲

試験会場　立命館大学びわこ・
くさつキャンパス▲

受付期間　8月30日（金）まで� �
※�インターネットでの申し込みは
8月30日（金）17時まで▲

採用予定日　令和2年4月1日（水）▲

試験区分および採用予定人員
　男性A（大卒程度）5人程度
　女性A（大卒程度）2人程度
　男性B（高卒程度）10人程度
　女性B（高卒程度）5人程度
　【A区分】
　　平成元年4月2日以降に生まれた�
男女で、四年制大学を卒業または令
和2年3月31日までに卒業見込みの人

　【B区分】
　　平成元年4月2日から平成14
年4月1日までに生まれた男女
で、上記A区分に該当しない人
※詳しくは下記まで

滋賀県警察本部�採用係�
フリーダイヤル� �
☎�0120－204－314
ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/
police/osirase/saiyou/

問合せ
申込み

第２回
滋賀県警察官
採用試験 募  集
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