
　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。

　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！こうか子育て応援サイト
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。）

3月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)
3日、10日、17日、24日、31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（12期）
●�利用者負担額� �
（保育料、幼稚園・保育園給食費）
●介護保険料（12期）
●後期高齢者医療保険料
●公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料

納期限は3月31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 

子育て政策課 子育て政策係 
☎69-2176 Fax 69-2298

問合せ

「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

甲賀市の自然を愛し 豊かな感性を育むために

もっとゆたかに　〜人権保障のとりくみ〜

み なくち 子ども の 森　☎63-6712　Fax 63-0466
人権推進課 人権教育室　☎69-2150　Fax 63-4554

問合せ

みなくち子どもの森は、里山で自然観察を楽しんでいただくことが
できる場所です。雑木林や人工林、田んぼと畑、水辺や草地など、
いろいろな自然環境があります。そしてその場所ごとに、鳥や昆虫、
樹木や草花などのいろいろな生き物に出会うことができます。
園内では農薬や化学肥料を使わず、腐葉土を使い、ササなどで
森が暗くならないよう刈り取るなど、昔からの方法で整備してきまし
た。おかげさまで、市の花であるササユリが毎年６月に開花するなど、
甲賀市の豊かな里山の様子を皆さんに見ていただくことができます。
このように、市では、ふるさとの自然を愛し、自然環境を大切にす
る思いや豊かな感性を育み、いつもの暮らしにしあわせを感じるまち
づくりに努めています。

　公民館では次の講座・教室の受講生を募集します。�▲

受付時間　火曜日～土曜日（祝日除く）8時30分～17時15分
講座・教室名 日　時 場所 対象 受講料 申込み

夜
よ

空
ぞら

旅
たび

人
と

「太陽と昼間の星」
3月8日（日）
10時～13時

かふか
生涯学習館
（天体観測室）

どなたでも 無料

申込不要
左記の時間
内で都合の
よい時にお
越しください。

プララ☆天体観望会
「太陽を望遠鏡
で見てみよう」

3月21日（土）
10時～12時
13時～15時

甲南公民館

かふか生涯学習館 ☎88-4100　Fax 88-5055
甲南公民館（忍の里プララ） ☎86-3036　Fax 86-8119

日　時 対象 受講料 その他

夢の学習
毎週
土曜日
午前

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
他にも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。

地域で創る土曜日 夢の学習（月、火曜日休）　  
※参加申込が必要です　☎70-2349　Fax 70-3180

問合せ

問合せ
申込み

甲賀市公民館講座
募  集

　毎年行われるさまざまな統計調
査の実施にあたり、「統計調査員」
を募集しています。▲

業務内容　調査対象となる世
帯や事業所などに調査票を配布
し、調査票に正しく記入していた
だけるよう、統計調査の趣旨や
内容について説明を行います。
また、記入された調査票の回収
や点検・整理などを行います。
待遇等、詳細は下記まで。▲
対象　守秘義務を遵守できる市
内在住の20歳以上の方（警察、
税務、選挙業務に直接関係がな
く、暴力団体と関わりのない方）▲

申込方法　必要書類を下記まで
提出いただき面談を行います。

総務課 総務統計係 
☎69-2120 Fax 63-4086

問合せ
申込み

登録統計調査員
募集 募  集

▲

日時　５月から毎月１回（土曜日）�
９時15分～10時15分▲

場所　宇川会館▲

対象　小、中学生▲

定員　各５人程度▲

参加費　年間2,000円▲

申込方法　� �
電話・FAX・直接下記まで▲

申込締切　４月30日（木）
宇川会館 
☎・Fax 62-4109

問合せ
申込み

宇川会館
子ども手話教室
受講生募集 募  集

▲

活動内容　� �
(1)館内装飾・掲示物の作成� �
(2)本の修理・装備� �
(3)館内外の清掃・美化▲

活動期間　４月１日（水）～1年
間（年度ごとに登録・更新）▲

応募条件　� �
次の条件をいずれも満たす方

　(1)年間を通じて活動ができる方
　(2)�申込日現在16歳以上の方� �
（18歳未満は保護者の同意要）

　(3)図書館の研修に参加できる方▲

応募方法　応募用紙(各図書館
に設置、ホームページに掲載)
をFAX・郵便・持参で下記まで▲

募集期間　３月31日（火）まで
※報酬、交通費等の支給はありま
せん。

市内各図書館 
☎・Fax 26ページ参照

問合せ
申込み

甲賀市
図書館ボランティア
募集 募  集

　外国人のための日本語教室を開
催しています。日本語ボランティア
も募集しています。
にんじゃ日本語教室▲

日時　土曜日19時30分～21時▲

場所　水口中央公民館▲

申込方法　3月28日（土）19時～��
水口中央公民館へ来てください。

日本語教室虹▲

日時　月曜日14時～16時▲

場所　まちづくり活動センター「まるーむ」▲

申込方法　電話・メールで下記まで
※上記の日時以外をご希望の場合
は下記まで
※申込多数の場合は、お断りする
場合もあります。

甲賀市国際交流協会事務局 
☎63-8728 Fax 70-6468

 mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

お知らせ

令和２年度  
日本語教室の案内

　みんなで楽しく、かっこよく、か
わいく、元気よくヒップホップダン
スを踊ってみませんか。▲

日時　４月～令和３年３月　� �
毎週水曜日（１レッスン１時間）
16時～17時� yeadaキッズクラス▲

場所　あいの土山文化ホール▲

対象　市内小学生　先着15人▲

受講料　3,000円／月▲

申込期間　３月11日（水）15時
～27日（金）まで� �
※定員になり次第締切▲

申込方法　電話で下記まで
無料体験レッスン　  
３月11日(水)16時～17時

あいの土山文化ホール（月休） 
☎66-1602 Fax 66-1603

問合せ
申込み

ＴＪＤ（つちやまジュニア
ダンススクール）
受講生募集 募  集

　令和２年度の乳幼児健診、がん
検診の日程等を掲載しています。▲

配布時期　３月中旬から下旬▲

配布方法　区・自治会を通じて
世帯ごとに配布するほか、市役
所・各地域市民センター・保健
センターに設置

すこやか支援課   
全世代包括支援係 
☎69-2167 Fax 63-4085

問合せ

令和２年度
健診（検診）カレンダー
発行 お知らせ

　PCBを含む電気機器等（変圧
器、コンデンサー、家庭用を除く
照明用安定器など）を使用または
保管されているときは、PCB特措
法に基づく届出と、適正な保管が
必要です。また、PCB廃棄物は処
分期間が決められており、高濃度
PCB廃棄物の処理は、令和3年3
月31日までとなっています。
　届出を行っていない場合は下記
までお問い合わせください。なお、
点検時は必ず電気主任技術者等
に相談してください。

滋賀県琵琶湖環境部  
循環社会推進課   
廃棄物対策室 廃棄物指導係 
☎ 077-528-3473
Fax 077-528-4845

問合せ

ＰＣＢを含む
電気機器の
点検をしてください お知らせ

　日頃の運動不足解消のために、
水泳や水中運動・ヨガ・エアロビ
クスにチャレンジしませんか。▲

日時　3月15日（日）� �
9時30分～19時15分▲

申込方法　電話・直接下記まで
甲賀Ｂ&Ｇ海洋センター 
☎88-5887 Fax 88-5883

問合せ
申込み

甲賀Ｂ＆Ｇ海洋センター
無料教室 体験会 お知らせ　市内小学６年生が英語を使い、

「姉妹都市の人々」や「市内に住ん
でいる外国の人々」に甲賀市をPR
するポスターを作成しました。姉
妹都市の小学校から届いたポス
ターと一緒に展示します。▲

日時　３月３日（火）～９日（月）▲

場所　アル・プラザ水口
政策推進課 市民活動推進室 
☎69-2114 Fax 63-4554

問合せ

甲賀市ＰＲ大作戦
～外国の人に甲賀市の
よさを伝えよう～ お知らせ
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