
「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

▲

対象　18歳以上の通学可能な方▲

定員　30人（応募者多数の場合は抽選、市民優先）▲

受講料　5,000円（計13回分、開講式時に徴収）� �
（別途、教材費・入館料等が必要、各講座日徴収）▲

応募締切　4月22日（月）17時15分迄▲

申込方法 電話・FAX・Eメール・はがきで下記まで。（住所・氏名・年齢・性別・電話番号が必要）
社会教育スポーツ課 あいこうか生涯カレッジ事務局  ☎69-2247  Fax 69-2293
〒528-8502  水口町水口6053  koka30104500@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

甲賀市・立命館大学連携5周年記念事業
平成31年度あいこうか生涯カレッジ受講生 募  集

 　「新しい自分づくりとまちづくり」をコンセプトにして、いろいろな会
場で実施する連続講座です。詳しくは、甲賀市ホームページ「あいこ
うか生涯カレッジ」をご覧ください。
＜講座一覧＞
回 期日 予定会場 仮題（予定時間：いずれも10：00～12：00）

【地域発見講座】

① � 6/� 1（土）かふか生涯学習館
開講式
記念講演「変わりゆく観光の姿」� �
＜理論学習＞

② � 6/29（土）立命館大学 山を楽しむ

③ � 7/13（土）ダイヤモンド滋賀 絵屏風づくりまちづくり、
演奏会－ハープの音色－

④ � 8/17（土）大鳥神社（甲賀町） 神話の世界または忍者の実像
【体験的学習講座】
⑤ � 8/24（土）明王寺（甲南町） 五大明王�＜地域発見講座＞
⑥ � 9/� 7（土）立命館大学 水分補給と健康バンド運動
⑦ � 9/28（土）田中酒造（甲賀町） 酒づくり・販売・蔵見学
⑧ 10/27（日）水口高等学校 近江のお茶でおもてなし
⑪ 11/30（土）甲南高等養護学校 秋・冬の草花の寄せ植え

【理論学習講座】
⑨ 11/� 2（土）

立命館大学
びわこ・くさつ
キャンパス

森鷗外と滋賀�－小倉日記を読むー
⑩ 11/16（土） ウォーキングの指導について
⑫ 12/� 7（土） 世界の主食を考える

⑬ 12/21（土）
地域と協働で実施していく防災のまちづくり
閉講式�交流会

この世に、必要とされない人は一人もいない

もっとゆたかに　〜人権保障のとりくみ〜

 人権推進課 人権政策係　☎69-2148　Fax 63-4554問合せ

　2018年12月22日、書家である金
かな

澤
ざわ

泰
やす

子
こ

さんと翔
しょう

子
こ

さんの親子を
お招きし、人権教育連続セミナーを開催しました。
　当日は、翔子さんがステージで力強く、また楽しそうに「共に生きる」
と筆を振るわれた後、お母様の泰子さんにご講演をいただきました。
　講演では、待望の赤ちゃんがダウン症であるとの診断を受けた当
時は苦しみであったが、翔子さんの存在が周りにやさしさを生みだし
たり、励ましを与えたりしていく体験を通して、幸せに変わったことな
どが伝えられました。
　自分たちが勝手に作っている「思い
こみ」という枠を取り払い、さまざまな
立場の人が、共に生きていくことので
きるやさしいまちをつくりましょう。
　このセミナーで書かれた書は、市
役所１階東側ロビーに展示していま
す。どうぞご覧ください。

▲

対象者　市内に在住または在勤
されており、平成31年4月1日
現在で15歳以上45歳未満の勤
労青少年（中高生および大学生
は除く）▲

申込期間　4月8日（月）～19日
（金）（土・日曜日、祝日を除く
9時～20時まで）

▲

申込場所　サントピア水口　勤
労青少年ホーム窓口（電話・代
理での申し込み不可）

※申し込みに必要なもの等、詳細
は市ホームページをご覧いただく
か、下記までお問い合せください。

勤労青少年ホーム　  
☎63-2952 Fax 63-6788

問合せ
申込み

内容 日時 定員 受講費

ヨガ教室 5月16日・23日・30日・6月6日・20日の
木曜　全5回　19時30分～21時

先着
20人 500円

初級英会話教室 5月15日・22日・29日、6月5日・12日の
水曜��全5回��19時～21時

先着
10人 500円

脂肪燃焼・キレイな
姿勢で疲労回復教室

5月15日・22日・29日、6月5日・12日の
水曜　全5回　19時30分～21時

先着
20人 500円

料理教室 5月16日・30日、6月13日・27日、7月11日の
木曜　全5回　19時～21時

先着
16人

5,500円
（材料費込）

パン・お菓子教室 5月14日・28日、6月11日・25日、7月9日の
火曜　全5回　18時30分～21時

先着
10人

5,500円
（材料費込）

プリザーブド
フラワー教室

4月26日、5月31日、6月28日の
金曜　全3回　19時～21時

先着
10人

9,300円
（材料費込）

初級バドミントン
教室

5月17日・24日・31日、6月7日・14日の
金曜　全5回　19時～21時

先着
10人 500円

サントピア　勤労青少年ホーム春の教室　受講生募集
募  集

▲

期間　5月1日～10月31日の� �
毎週火・水・金・土曜日▲

開放時間� �
１回目�14時30分～17時30分��
２回目�18時～21時

※�中学校の授業等で１回目の開
放をしない場合があります。

※ご利用いただくには、会員登録
が必要です。

信楽中央公民館
☎82-8075 Fax 82-2463
社会教育スポーツ課 スポーツ係
☎69-2249 Fax 69-2293

問合せ

信楽中学校室内温水� �
プール・トレーニング� �
ルーム一般開放 お知らせ

　6月17日（月）にクサツエストピアホテルで開催さ
れる甲賀市・湖南市合同JOBフェアへ出展を希望
される企業・事業所を募集します。▲

対象企業・事業所　平成32年3月に大学（院）、短
期大学、高等専門学校等を卒業予定の学生（卒業
後3年以内を含む）および若年求職者（概ね40歳
代前半まで）を正社員として採用予定の市内企業・
事業所

※但し、介護職、保育士等の職種については、応

募できませんのでご了承ください。▲

募集期間　4月8日（月）～19日（金）まで▲

定員　先着46社
※応募方法等詳細については、ホームページでご
確認ください。

※出展決定企業・事業所は、5月中旬開催予定の事
前セミナーに出席していただきます。

商工労政課　商工労政係　  
☎69-2188　Fax 63-4087

問合せ
申込み

甲賀市・湖南市合同JOBフェア　出展企業・事業所
募  集

　子育て世代の皆さんの知りたい
情報を発信しています。おでかけ
情報やイベント情報は年齢別に検
索できます。LINE＠やメルマガも
配信中。ネットで、まちで、つながる
子育てを応援します。

　登録していただいたメールアドレスに子育
て支援情報を週に１回程度配信しています。

kokaksdt@star7.jpに空メー
ルを送信。または、上記二次
元コードから。

子育て情報はこちらから
甲賀流子育て応援サイト
ここまあちねっと

ここまあちねっと
ホームページ
http://kokakosodate.jp

配信
登録

「甲賀子育て
応援メール」配信中!

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

　毎週火曜日は市役所市民課
で、戸籍・住民票・税証明な
どの証明書発行、印鑑登録等を
19時まで行っています。
※ただし、延長窓口ではお受けでき
ない業務がありますので、対応でき
る内容については下記までお問い合
わせください。

　マイナンバーカードで各種証
明書がコンビニで取得できま
す。（取得できる証明書は下記
までご確認ください）

４月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで）
２日、９日、１６日、２３日です。

マイナちゃんからの
お知らせ

市民課 
☎69-2138 Fax 65-6338

問合せ

●国民健康保険税（１期）
●�利用者負担額（保育料）・� �
利用者負担額（幼稚園使用料）
●介護保険料（１期）
●水道料金

納期限は5月7日（火）です。

納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の
納税 
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