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INFORMATION

　牛乳パックに描いたり、シールを
貼ってコマを作ります。
●日時　１月１５日（金）
　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
●定員　先着６組程度
●持ち物　タオル・飲み物・牛乳パッ
ク（１個）

●申込方法　電話・FAXで下記まで
●申込締切　１月１２日（火）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

催		し

たけのこ子育て広場
『コマを作って遊ぼう』

問合せ
申込み

　古代より主要な街道であった東海
道。水口もその要衝として位置づけ
られてきました。本講演では、天下人
と東海道、さらには水口との関わり
に迫ります。
●日時　１月１７日（日）１３時３０分～
１６時３０分（開場１３時）

●場所　あいこうか市民ホール
●内容
基調講演�「天下人と東海道」
京都橘大学准教授　尾

お し た

下成
しげとし

敏氏
パネルディスカッション
※参加無料・申込不要

●主催　水口ロータリークラブ
（一社）甲賀市観光まちづくり協会
☎６０‐２６９０

催		し

甲賀流戦国歴史講演
第１回

「天下人と東海道」

問合せ

①『ハートのギフトバッグ作り』
　フェルトを組んで、ハート型のギフ
トバッグを作ります。
●日時　１月16日（土）10時～11時
●持ち物　鉛筆・定規・消しゴム・�
ハンドタオル・飲み物

②『プラバンモビール作り』
　プラバンで、風などで揺れる部屋
飾りを作ります。
●日時　２月６日（土）10時～11時
●持ち物　ハンドタオル・飲み物
①②共通事項
●場所　かえで会館
●対象　市内の小学生
●定員　先着６人
●申込方法　電話・ＦＡＸで下記まで

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

催		し

わくわく☆
チャレンジクラブ

問合せ
申込み

　次代を担う子どもたちが、甲賀の
ことを学び体験する中で感じた「こう
すれば甲賀が良くなる」という意見
を市に提案・提言します。
●日時　１月２４日（日）１３時開会
●場所　市役所５階　議場
●内容　第１部　１３時～
　　　　第２部　１４時1５分～
　　　　第３部　１５時20分～
傍聴について
　一般の方の傍聴は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、入場い
ただけません。あいコムこうか112
チャンネルでも中継されますので、
ぜひご覧ください。

社会教育スポーツ課
青少年育成係
☎６９‐２２４８　Ｆax６９‐２２９３

催		し

かふか21子ども未来会議
甲賀市子ども議会

問合せ

　早春の近江路の新たな魅力「滋
賀びわ湖のひな人形めぐり」。滋賀の
１０市町で、地域色に富んだ「ひなめ
ぐり」を展開します。オープニングと
して、各市町のご当地キャラがひな
人形になるキャラびなを行い、イベ
ントの告知を行います。
●日時　１月３０日（土）１1時３０分、
　１3時３０分
●場所　観光インフォメーション�
センター「甲賀流リアル忍者館」

観光インフォメーションセンター
「甲賀流リアル忍者館」
☎７０-２７９０　Ｆax７０-２６５９

催		し

滋賀びわ湖のひな人形めぐり
オープニングイベント

問合せ

●日時　1月10日（日）14時～15時
●場所　みなくち子どもの森
●対象　幼児から大人まで
●定員　10人
●申込方法　電話・ＦＡＸ・メールで
下記まで
※参加無料

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax63-0466
 koka30104600@city.
koka.lg.jp

催		し

みなくち子どもの森の催し
しぜんさんぽ(自然散歩)

問合せ
申込み

掲載している催し等は、12月14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。

　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。

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

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＠

　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。

「甲賀子育て応援メール」
配信中！

子育て支援センター
だより

納期限は、2月1日（月）です
◦市県民税（４期）
◦国民健康保険税（１０期）
◦介護保険料（１０期）

◦後期高齢者医療保険料
◦利用者負担額（保育料、幼稚園・保育園給食費）
◦公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。

今月の納税

1月の延長窓口
（毎週火曜日19時まで）は、
5日、12日、19日、26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窓口での交付
より100円安く取得できます。
（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い合せください。

問合せ
市民課	
☎69-2138　Ｆax65-6338

　弁護士・司法書士・社会福祉士・社
会保険労務士・行政などの専門職に
よる無料の相談会です。今回は、新
型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、予約制とします。
●日時　１月３０日（土）
　１３時３０分～１６時３０分
●場所　湖南市保健センター
　（湖南市夏見５８８番地）
●申込方法　電話、メール、FAXで下
記まで（名前、連絡先、相談内容必須）

●受付期間　１月１２日（火）～２０日（水）
※定員になり次第受付終了
※�当日は受付で、検温、消毒を行ない
ます。マスクは各自お持ちください。

甲賀・湖南成年後見センターぱんじー
（甲南第一地域市民センター本館３階）
☎８６-６１６１　Ｆax８６-６１９９
pan-g.koka-konan@iaa.
itkeeper.ne.jp

高齢者・障がい者
なんでも相談会 お知らせ

問合せ

　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�

「太陽の黒点の
� 正体は？」

1月23日（土）
13時～15時

かふか
生涯
学習館

対象）どなたでも
定員）先着20人 無料

1月12日(火)
～22日(金)
17時まで

甲賀市公民館講座
催		し

かふか生涯学習館　☎88-410０　Ｆax88-5055問合せ
申込み

　入札により市有地を次の通り売却します。
●売却する市有地
①�水口町古城が丘６１０番地４２、宅地、２５３．６２㎡、市街化区域、建ぺい率６０％、
容積率１００％　●予定価格（最低売却価格）／８，２９０，０００円
②�水口町古城が丘６１０番地４５、宅地、２３３．６８㎡、市街化区域、建ぺい率６０％、
容積率１００％　●予定価格（最低売却価格）／７，４１０，０００円
③�土山町北土山字芝原９５０番地１０、宅地、２８１．７１㎡、非線引き都市計画地域、
建ぺい率６０％、容積率２００％　●予定価格（最低売却価格）／３，２００，０００円

●売却方法　一般競争入札
※�複数の申込者が価格を競い合い、市があらかじめ定めた予定価格（最低売
却価格）以上で最も高い価格をつけた方に購入していただく方法です。

●申込資格　①税金を滞納していない方　②入札日時までに売却予定価格
の5%に相当する金額を入札保証金として納付可能な方　③契約時に代
金の３０％、契約日から３０日以内に残金の支払いが可能な方

●申込方法　下記に備え付けまたは市ホームページの入札要綱をご覧いた
だき、指定の用紙を下記まで提出してください。（郵送・FAX不可）

●申込締切　２月１９日（金）

管財課　財産管理係　☎６９‐２１２５　Ｆax６３‐４５６１問合せ
申込み

市有地を売却します
お知らせ

●日時　１月23日（土）
　10時～11時30分　
●対象　小学生
●定員　３０人
●参加方法　自宅からZoomで参加
●申込方法　メールで下記まで
●申込締切　１月15日（金）　
※参加無料

甲賀市国際交流協会事務局
☎63-8728　Ｆax70-6468
 mifa@mx.biwa.ne.jp

催		し

小学生のための国際理解講座
オンライン世界まなび
じゅく

問合せ
申込み

第２回ニュージーランド

●日時　1月31日（日）
　11時～15時（予定）
●参加方法　YouTubeで配信し
ます。甲賀市国際交流協会の
YouTubeチャンネルに
アクセスし視聴してくだ
さい。

甲賀市国際交流協会事務局
☎63-8728　Ｆax70-6468
 mifa@mx.biwa.ne.jp

催		し

国際交流フェスタ
オンライン国フェス
in KOKA

問合せ

YouTubeで配信！
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