掲載している催し等は、11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。

お知らせ

これまでとこれからのために
エンディングノート

エンディングノートは、ご自身
が万が一の場合に備えて、「大
切な人に伝えたいことなどを書
き記しておくためのノート」で
す。これまでの人
生を振り返り、こ
れ からの 生 き 方
を思うきっかけに
ノートを書いてみ
ましょう。

電気の子メーターをご使用の皆さまへ
お知らせ

問合せ 関西地区証明用電気計器対策委員会事務局

お知らせ

場 所 水口体育館

2面 対 象 市内在住社会人
参加費 無料 持ち物 体育館シューズ、ラケット（有れば）、 運動のでき
る服装・飲み物

63-4085

問合せ 甲賀市ソフトテニス協会 山本
甲賀市スポーツ協会
86-2343

甲賀市野洲川児童公園
指定管理者募集

お手元にある消火器の規格を確認してください

2011年に消火器の規格省令が改正されたことにより、設置を義務
付けられた建物の旧規格の消火器は2021年12月31日を過ぎると消
火器として認められなくなりますので、お手元にある消火器の規格を確
認し、必要があれば
新 規 格の消火 器へ
の交換をお願いしま
す。 詳 細は 日 本 消
火器工業会のＨＰを
ご確認ください。

お知らせ

窓口にて配布中です。
（配布時間：
土、日及び祝日を除く8時30分～
17時15分）市ホームページからも
ダウンロードしていただけます。
申請受付 12月13日
（月）～ 12月
22日（水）17時必着（郵送等不
可）申請は下記担当課窓口にて受
け付けます。 指定期間 令和4
年4月1日 ～ 令 和6年3月31日
※詳細については、市ホームペー
ジをご覧いただくか、担当課へ
お問い合わせください。
問合せ・申込み 建設管理課

危機管理課
防災危機管理係
69-2103
63-4619

63-4601

090-4563-4842
86-2443

令和4年度 入札参加資格審査申請受付

市が発注する建設工事、 測量・ 建設コンサルタント等、 役務提供
および物品供給等の入札参加資格審査申請の受付を下記のとおり行
います。申請書書式、添付書類等の詳細は、提出要項（市ホームペー
ジに掲載、 または管財課契約検査係および土山、 甲賀、 甲南、 信
楽地域市民センターで配布中）をご覧ください。
建設工事

測量・建設コンサルタント等

物品役務等

1月21日（金）

1月14日
（金）

受付締切日
（郵送又は 1月28日（金）
宅配便）
提出場所

甲賀市役所3階

有効期間

管財課

1年間（中間年）

契約検査係
2年間

※本年は新型コロナウイルス感染拡大防止措置のため、 市内 ・ 準市内業者について
は市外業者と同様に、 郵便又は宅配便による提出とします。 受付締切日は上記の
とおりです。
問合せ 管財課

契約検査係

69-2127

63-4627

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
日時

開催場所・
申込先

よ ぞらたび と

かふか
夜空旅人（天体観望会） 12月11日（土）
19時～
21時
生涯学習館
「金星を見よう！」
問合せ・申込み かふか生涯学習館
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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。
ここまあちねっと
ホームページ

ここまあちねっと
ＬＩＮＥ
メルマガ
「甲賀子育て応援メール」

食品ロスとは、 食べることができるにもかかわらず捨てられてしま
う食品のことですが、 約半分が家庭から発生しています。これからク
リスマスやお正月など、 人が集まり、たくさんの料理や菓子などを用
意する機会が増えます。そこで、 食品ロスを減らすために家庭ででき
ることをご紹介します。

88-4100

対象・定員

対象）どなたでも
定員）先着20人

88-5055

受講料

募集期間

無料

12月1日（水）から
12月10日（金）17時00分まで
※必ず電話でお申し込みください。

子育て支援センター
だより

問合せ

子育て政策課 子育て政策係
69-2176 69-2298

食品ロスを減らすために

買い物に行く前に冷蔵庫の食材をチェックして、 買う物をメモに書
いて行き、 買い過ぎないよう注意しましょう。
買い物の時、すぐに使う、 食べる予定の食材は棚の手前から取る
ようにしましょう。 手前の商品が売れ残ると、お店の食品ロスを増
やしてしまいます。
賞味期限の意味はおいしく食べることができる期限です。 期限を
過ぎたからといって、すぐに食べられなくなるわけではありません。
十分加熱するなど調理方法を工夫してみましょう。 一方で、 消費
期限は、過ぎたら食べない方がよいとされています。

69-2147
消費生活のご相談は 甲賀市消費生活センター
局番なしの188
63-4582

甲賀市公民館講座受講生募集

講座・教室名

ここまあちねっと

http://kokakosodate.jp

問合せ

い や や

催
募集
し

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

家庭でできる食品ロス対策

募集要項配布 市役所建設管理課

69-2208

ソフトテニス愛好家集合！！

日 時 12月8日
（水）
、1月12日（水）いずれも 20時～ 22時

問合せ・申込み 福祉医療政策課

令和4年4月1日からの指定管
理者を募集します。

06-6451-2355

コートを開放します！ソフトテニスを楽しみたい方はお気軽にご参加
ください。

包括支援センター等で無償配布し
ています。

募集

お知らせ

貸しビル・アパート等で証明用に使用されている子メーターは、 計
量法に基づき検定を受けたもの及び基準適用品以外の使用が禁止さ
れており、有効期間も定められています。
有効期限は、電気計器前面の丸形ラベルで確認できます。

配布場所 福祉医療政策課、地域

69-2171

場 所 市役所（総務課）
2022年版滋賀県民手帳を販売中！
、土山、甲賀、甲南、信楽地域市民センター
69-2120
63-4086
価 格 700円（税込） 詳しくは総務課まで 問合せ 総務課 総務統計係

今月の納税
納期限は1月4日（火）です
納付には、便利な「口座振替」をご利用ください。
固定資産税（3期）
国民健康保険税（7期）
利用者負担額（保育料、幼稚園・保育園給食費）
介護保険料（7期）
後期高齢者医療保険料
水道料金

12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。

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。
）
問合せ

市民課
69-2138

65-6338
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