
　令和２年度健診（検診）カレンダー
の記載内容に誤りがありました。お
詫びして訂正します。
●２３ページ
　田代クリニック
　電話番号　（誤）６５‐０５３０
　　　　　　（正）６３‐０５３０
●２４ページ
　のざき医院
　結核検診　（誤）○
　　　　　　（正）×

すこやか支援課　健康増進係
☎６９‐２１６８　Ｆax６３‐４０８５

「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

INFORMATION

●日時　原則毎週金・土曜日
　13時30分～15時30分
●場所　相談支援センターろーぶ
●内容　ワード、エクセル、メール、

インターネットの基礎
●対象　市内在住の障がいのある方
●申込方法　電話・FAXで下記まで
※開催場所に来ることができない方

は、自宅での受講も可能です。（ご
希望に添えない場合もあります。）

※参加無料
相談支援センターろーぶ
担当：川

かわぶち
渕

☎65‐4641　Ｆax65‐4642

　滋賀労働局・ハローワークでは、就
職氷河期世代の方を支援する専門
窓口を開設しました。
　「安定した仕事に就きたい」「スキ
ルアップを図りたい」「働くための
サポートが欲しい」などさまざまな
ニーズにきめ細かい対応をします。
●日時　平日　９時～１７時
●場所　しがヤングジョブパーク
 （草津市西渋川１-１-１４ 行岡第１ビル４階）
●対象
①就職氷河期世代（原則３５歳以上

５５歳未満）の方
②正社員雇用の機会に恵まれなかっ

た方
③安定した雇用を希望している方

しが就職氷河期世代サポート
コーナー　☎０７７-５６３-０３５０

しが就職氷河期世代
サポートコーナー
開設 お知らせ

第１回滋賀県警察官
（A・大卒程度）
採用試験 お知らせ

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

障がい者のための
パソコン教室 お知らせ

●日時　第１次試験　５月１０日（日）
●場所　立命館大学びわこ・くさつ

キャンパス
●採用予定人員　
　男性A：４０人程度／女性A：８人程度
●対象　昭和６０年４月２日以降に生

まれ、四年制大学を卒業または令
和３年３月３１日までに卒業見込み
の方

●受付期間　４月２０日（月）まで
※詳しくは、滋賀県警察の
　ホームページまで

滋賀県警察本部
フリーダイヤル
０１２０-２０４-３１４

●期間　5月1日（金）～10月31日（土）
までの毎週火･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回目の開放が

ない場合があります。
※利用には会員登録が必要です。

信楽中央公民館（月曜休館）
☎82-8075　Ｆax82-2463
社会教育スポーツ課 スポーツ係
☎69-2249　Ｆax69-2293

　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。

納期限は4月30日（木）です

◦国民健康保険税（１期）
◦利用者負担額（保育料、幼稚園・保育

園給食費）　
◦介護保険料（１期）
◦水道料金
納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

　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配信します。

［配信登録］ 
kokaksdt@star7.jpに空メールを送
信。または、上記二次元コードから。

4月の延長窓口（毎週火曜日19時まで）は、

7日、 14日、 21日、 28日です。

マイナちゃんからのお知らせ
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。）

　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合せください。

●対象　市内在住・在勤で、令和２年４
月１日現在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）

●受付期間　４月６日（月）～１７日
（金）（平日９時～２０時）申し込み
状況により受付期間を延長するこ
とがあります。

●受付場所　サントピア水口　勤労
青少年ホーム窓口（電話・代理で
の申込不可）

※詳しくは下記または市ホームペー
ジまで

勤労青少年ホーム
☎６３‐２９５２　Ｆax６３‐６７８８

サントピア　勤労青少年ホーム春の教室 受講生募集
募  集

甲賀市公民館講座　受講生募集
募  集

内容 日時 定員
（先着順） 受講料 講師

ヨガ教室
５月１４日、２１日、２８日、
６月４日、１１日の 木曜
全５回　１９時３０分～２１時

20人 1,500円 糸
い と め

目先生

初級英会話教室
５月１３日、２０日、２７日、
６月３日、１０日の 水曜
全５回　１９時～２１時

10人 1,500円 中
なかむら

邨先生

脂肪燃焼・キレイな 
姿勢で疲労回復教室

５月１３日、２０日、２７日、
６月３日、１０日の 水曜
全５回　１９時３０分～２１時 

20人 1,500円 杉
すぎもと

本先生

料理教室
５月１４日、２１日、２８日、
６月４日、１１日の 木曜
全５回　１９時～２１時 

16人
受講料
1,500円
材料費
4,500円

上
う え だ

田先生

パン・お菓子教室
５月１２日、２６日、６月９日、
２３日、７月７日の 火曜
全５回　１８時３０分～２１時 

10人
受講料
1,500円
材料費
5,000円

宮
み や き

木先生

暮らしのハーブ学 
入門講座教室

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

10人
受講料
1,500円
材料費
3,000円

竹
たけなかじま

中島先生

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。
内容については開催場所の公民館まで　　●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 開催場所・申込先 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よ ぞ ら

空旅
た び と

人 「金星を見よう！」 
金星と春の星座のお話

4月25日（土）
19時～21時 かふか生涯学習館 対象）どなたでも

定員）先着20人 無料 4月14日(火）～
24日(金)17時

かふか生涯学習館　☎88-410０　Ｆax88-5055

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

講座・教室名 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。

検索

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

問合せ
子育て政策課 子育て政策係
☎69-2176　Ｆax69-2298

問合せ
市民課 
☎69-2138 　Ｆax65-6338

今月の
納税

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

ここまあち
ねっとＬＩＮＥ＠

「甲賀子育て応援メール」
配信中！

令和２年度
健診（検診）カレンダー
お詫びと訂正 お知らせ

甲賀市日本語
初期指導教室

「かわせみ教室」移転 お知らせ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ
申込み

掲載している催し等は、３月１９日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止・延期している場合があります。

広報紙に広告を掲載しませんか広報紙に広告を掲載しませんか
◦掲載対象 ： 各月1日号
◦広告規格 ： 縦45mm×横85mm（１枠）
◦掲 載 料 ： １枠　25,000円／月
◦発行部数 ： 約30,000部
※この枠の大きさが１枠分です
※長期契約による割引制度あり。
※詳しくは市ホームページをご覧ください。

問 申 秘書広報課　☎ 69-2101　Ｆax 63-4619

令和２年度
広告主募集

　４月から、伴谷小学校内の甲賀市
日本語初期指導教室「かわせみ教
室」を水口保健センター内へ移転し
ます。

学校教育課　指導教職員係
☎６９-２２４4　Ｆax６９-２２９３
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