
掲載している催し等は、4月21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。

特定非営利活動法人地域で創る土曜日夢の学習

甲賀市　市民講座（夢の学習）
＜5月20日～ 6月12日分＞お知らせ

問合せ  各地域の夢の学習事務局 
申込み  水口　  70-2349　　　　 　  70-3180
　　　土山　  080-8322-8044　  70-6242

甲賀　  080-2150-9361　  88-5055
甲南　  070-4411-4070　  86-8119
信楽　  070-4411-4064　  70-6320

●対象　5回のうち4回以上参加できる方5回連続市民講座
開催日 時間 講座名 場所

5月11日、18日、25日
6月1日、8日（いずれも火曜）

13時15分～14時15分 大人の英会話講座 水口中央公民館14時30分～15時30分 はじめての韓国会話講座

申込方法  電話・FAXで氏名・講座名・連絡先を開催地域の夢の学習事務局まで
申込締切  各講座開催の3日前まで
他にも親子講座や大人の講座を毎週土曜日を中心に開催しています。
詳細は夢の学習ホームページかチラシをご覧ください。 夢の学習

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

「甲賀子育て
応援メール」

配信中!

ここまあち
ねっと
ＬＩＮＥ

納期限は5月31日（月）です

　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。

　納付には、便利な「口座振替」
をご利用ください。
● 固定資産税（1期）　● 軽自動
車税（種別割）（全期）　● 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

子育て政策課 子育て政策係　
69-2176 69-2298問合せ

5月の延長窓口（毎週火曜日１９時まで)は、
11日、18日、25日です。

マイナちゃんからの
お知らせ

　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。）

市民課　
69-2138 65-6338問合せ

今月の納税

　市では、市民の皆さんの安心・安全を守るため「あいこうか緊急
メール」による情報配信サービスを行っています。
　登録がまだの方は、ぜひ配信の登録をお願いします。

「あいこうか緊急メール」にご登録ください

登録方法  登録は、市ホームページにあ
る「利用上の注意事項」をお読みくださ
い。　❶空メールを送信　空メール送
信アドレス　touroku@koka-city.jp
※右の二次元バーコードから
もアクセス可　❷URL入り
メールを受信　配信希望を
登録するためのURL入りのメール（配信
元アドレス：access@koka-city.jp）
が返信されてくるので、そこにアクセス
❸登録用ホームページで配信希望の情
報を登録　希望する配信の情報を選択し

「次へ」を選択内容がよければ「登録」を
選択　❹登録完了メールを受信　「メー
ル配信登録完了」のメールが送信されて
くると、登録完了

調査の目的  全産業分野の売上（収入）
金額や費用などの経理項目を同一時点
で網羅的に把握し、我が国における事
業所・企業の経済活動を全国的および
地域別に明らかにすること

調査方法  単独事業所（純粋持株会社
および資本金１億円以上等を除く）や新
設事業所へ調査員が訪問し、調査書類
等を配布します。それ以外の事業所は、
調査書類等が国から郵送されます。回
答は、安全で便利なインターネット回答
をぜひご利用ください。

日 時  5月19日（水）11時
対象地域  市内全域
内 容  ●放送…音声放送端末機

と屋外拡声器から「これはJア
ラートのテストです」などの放送
が最大音量で流れます。※放送
前後にチャイムがなります。
●メール…あいこうか緊急メー
ルに登録された方で、災害情報
の配信を希望している方に、試
験内容のメールが届きます。

全国瞬時警報システム（Jアラート）
の全国一斉情報伝達試験をします

お知らせ

子育て支援
センター
だより

● 災害情報　甚大な被害が予想される気象情報、地震情報、土砂災害情報など
● 目撃情報　犯罪情報、ひき逃げ情報など警察からの依頼情報
● 注意報等情報　食中毒情報、交通事故多発注意報、大気汚染情報など

危機管理課　防災危機管理係
69-2103　 63-4619

問合せ

問合せ  総務課　総務統計係
69-2120　 63-4086

　総務省と経済産業省は、令和3年6
月1日現在で、「令和3年経済センサス
―活動調査」を実施します。全国すべ
ての事業所・企業が対象となります。
　調査へのご理解、ご回答をよろしく
お願いします。

令和3年経済センサス―活動調査
～あなたの調査票で
日本経済の「いま」を明らかに～

お知らせ

問合せ  消費生活センター
69-2147または局番なし

の1
イ

8
ヤ

8
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　 63-4582

　新型コロナウイルス感染
症の拡大を契機とし、マス
クを始めとする生活用品の
買い占めなどが発生しまし
た。また、個人等による誤っ
た風説や消費者の心理的不
安に付け込む悪質商法等に
よる新たな消費者被害が発
生しています。
　このような現状を踏まえ、

「今だけ」「ここだけ」「自
分だけ」の消費行動を控え、
社会全体のことを考えた消費
行動が求められています。こ
の機会に考えてみませんか。
消費者トラブルの相談は、
下記まで。

5月は「消費者月間」
テーマ「“消費”で築く
新しい日常」

お知らせ

●国内災害救護…災害時における救護班
　の派遣、被災者のこころのケアなど
●血液事業…安全な血液製剤の供給、
　献血思想の普及や理解などの啓発

●赤十字ボランティア…高齢者支援活動
　や災害救護・防災などの活動

●国際救援活動…紛争や災害、病気で
　苦しむ人々を救うための人道的支援活動

　日本赤十字社では、人
道を基本理念に地域に根
ざした活動を行っており、
こうした活動は、皆さん
からご協力いただく活動
資金により支えられてい
ます。温かいご支援、ご
協力をお願いします。

赤十字活動資金へのご協力をお願いします。
お知らせ

問合せ  日本赤十字社滋賀県支部甲賀市地区事務局　
福祉医療政策課　福祉総務係　 69-2157　 63-4085

問合せ  すこやか支援課　母子保健係
69-2169　 63-4085

　麻しん（はしか）と風しんは感染力が大
変強く、感染すると高熱が続き、脳炎な
ど重篤な合併症をおこすことがあります。
特に麻しんウイルスは感染すると、免疫
機能の低下をきたすために、二次感染に
よる肺炎や中耳炎を併発することも多く
ありますので忘れずに接種しましょう。

大切なお子さんを感染から守る
麻しん・風しん混合（2期）予防接種

対 象  市内在住で平成27年4月2日～
平成28年4月1日生まれの幼児　
期 間  令和4年3月31日まで

（接種医療機関での接種可能期間内）
実施医療機関・予約方法  令和3年度健診

（検診）カレンダーの23～ 24ページ、ま
たは案内通知をご確認ください。
費 用  無料　持ち物  ● 予診票・母子健康

手帳・お子さんの健康保険証等　● 保護
者以外が同伴する場合は市指定の委任状
※委任状が必要な方は下記まで

証明書の交付場所  ●市役所・コ
ンビニエンスストアに設置してい
る証明書交付機　●市民課およ
び各地域市民センター窓口　※土
山・甲賀・甲南・信楽以外の各地
域市民センターは後日郵送による
交付となります。

お知らせ

6月1日（火）から開始
令和3年度所得証明書、課税証明書の交付お知らせ

　令和3年度（令和2年分）所得証明書、課税（非課税）証明
書の交付は、6月1日（火）から開始します。

　なお、児童手当用の所得
証明書が必要な方は、課税
証明書に統合しております
ので、課税証明書をご請求
ください。
問合せ  税務課　市民税係

69-2128　 63-4574

主な活動

配信情報の種類

開催日 時間 講座名 場所

水口 5月20日(木) 9時30分～10時30分 気をつけて　消費生活のトラブル 水口中央公民館5月22日(土) 9時30分～10時30分 市税のあらまし
土山 5月22日(土) 10時30分～11時30分 身近に本を 土山中央公民館

水口 5月26日（水） 9時30分～10時30分 第72回全国植樹祭　 まるーむ
5月27日(木) 9時30分～10時30分 健康寿命を延ばす健康づくりについて 水口中央公民館

信楽 5月27日(木) 10時～11時 知っとこうか、こうかの歴史あれこれ 紫香楽宮跡関連遺跡群
発掘調査事務所  

甲南 6月2日(水) 10時30分～ 11時30分 おいしい甲賀のお茶を飲もう 甲南公民館

水口 6月3日(木) 9時30分～ 10時30分 みんなで育てよう青少年 水口中央公民館6月5日(土) 9時30分～ 10時30分 公共施設等のマネジメント
信楽 6月5日(土) 10時～ 11時 はじめての手話 信楽開発センター

水口 6月10日(木) 9時30分～ 10時30分 防犯教室 水口中央公民館6月12日(土) 9時30分～ 10時30分 これからのコミュニティ
甲南 6月12日(土) 11時～ 12時 マイナンバーカードの申請、お手伝いします！ 甲南公民館
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