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。

募集

第17回甲賀市美術展覧会作品募集

催 し

会 期 令和4年2月24日（木）～ 3月4日（金）
会 場 【書、 工芸･立体部門】あいこうか市民ホール展示室【平面、 写
真部門】碧水ホール
応募資格 甲賀市・湖南市内に在住、 通勤、 通学する方（中学生以下は
応募できません）
出品点数 1人につき写真部門2点以内、他部門1点
出品料 作品1点につき800円（高校生以下の方は無料）
応募方法 応募要項にある出品票を添えて、作品を搬入してください。
搬 入 （部門によって搬入日、 会場が異なります。）
2月12日（土）10時～ 12時、13時～ 15時 工芸・立体：あいこう
か市民ホール展示室、平面：碧水ホール
2月13日（日）10時～ 12時、13時～ 15時 書：あいこうか市民ホー
ル展示室、写真：碧水ホール
入 賞 市展賞（副賞2万円）、 議長賞（副賞1万円）、 教育長賞（副賞
1万円）
（各部門1点）ほか

※詳しくは市ホームページまたは市内文化ホール、公民館、図書館など
に設置している募集要項をご覧ください。
問合せ 甲賀市美術展覧会実行委員会事務局（あいこうか市民ホール内 ・

月曜休館）

催 し

62-2626

62-2625

関西フィルハーモニー管弦楽団
弦楽アンサンブル ニューイヤーコンサート 前売開始
かんさい

新春恒例の関西フィルニューイヤーコンサート。今回は、コロナ感染
防止に配慮したステージで１２名の弦楽アンサンブルにより、クラシック
の名曲やスクリーンミュージックなど、親しみやすい曲の数々をお届け
します。
日 時 1月16日（日）14時30分開演
会 場 あいこうか市民ホール
出 演 関西フィルハーモニー管弦楽団弦楽アンサンブル、フルート独奏：

やまもと

はな

た く ま つかさ

くさ つ

山本 英、司会と解説：宅間司（草津チェンバーオーケストラ指揮者）
演奏予定曲 J.シュトラウス：ワルツ「春の声」、ロジャース：サウンドオ
ブミュージックメドレー、モンティ：チャルダッシュ ほか
入場料 一般2,500円、18歳以下または65歳以上および障がい者手
帳をお持ちの方2,000円 ※全席指定、未就学児入場不可
前売開始日 12月4日（土）午前10時～
前売所 あいこうか市民ホール、ローソンチケット（Lコード 54644）
問合せ あいこうか市民ホール（月曜休館）

62-2626

わくわく☆チャレンジクラブ
『ミニ凧作り』

商品梱包用の『ポリエチレン』
を使って、 室内で遊べる凧を作
ります。
日 時 1月8日
（土）10時～11時
場 所 かえで会館
対 象 市内の小学生
定 員 先着8人
持ち物 ハンドタオル・飲み物
申込方法 電話で下記まで
問合せ・申込み かえで会館

86-4363

催 し

※参加には事前申込みが必要です。
日 時 1月26日（水）午後1時～
午後3時30分（受付開始は午後
0時20分～） 場 所 じゅらくの
里福祉パーク館（湖南市東寺四
丁目4番1号）
対象者 甲賀市・湖南市内で就職
を希望する障がいのある方（令和
4年3月に大学（院）、短期大学、
高等専門学校等を卒業予定の学
生を含みます）
事前申込み方法 12月8日～ 1月
21日の期間に申込先に申し込
んでください。
申込先 ハローワーク甲賀
62-0651
63-1825
企業から仕事の内容・労働条
件・福利厚生などの説明や面談
を行います。甲賀市・湖南市内
での就職をお考えの方はぜひお
越しください。
※参加企業・事業所は市ホーム
ページに掲載します。

69-2188

商工労政係
63-4087

市営住宅の入居者を募集します
募集

募集期間 12月1日（水）～ 20日（月）■募集案内は、12月1日から住宅建築課、および甲賀・土山・
甲南・信楽の４地域市民センターで配布します。また、市ホームページでもご覧いただけます。
申込方法 所定の申込用紙で、住宅建築課までお申し込みください。
問合せ 住宅建築課
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69-2212

63-4601

お知らせ

ストップ滞納
税金の納め忘れはありませんか

税の公平な負担を保つことか
ら、 県と市では、12月に滞納
整理を強化します。
市では督促状や催告書を送付
するなど、 自主的な納付を促し
ています。しかしそれでも納付
されない場合は、 預貯金 ・ 給
与等の差押えや自宅などの捜索
を行うことがあります。 もう一
度、 納め忘れがないかお確かめ
ください。
問合せ

「甲賀市・湖南市障がい者合
同就職面接会」を開催します。

問合せ 商工労政課

62-2625

86-4958

「岡本太郎と信楽展-記念コンサート-和紗Live in 陶芸の森」
日 時 12月4日（土）①13時30分～②15時30分～＜2回公演＞

（市税）税務課 滞納債権対策室
69-2131
63-4574
（県税）中部県税事務所 甲賀納税課
63-6106
63-0439

お知らせ

親子ものづくり教室
第1回ビー玉万華鏡づくり

覗くとキラキラと不思議な世
界が見える万華鏡を作ります。
12月12日（ 日 ）10時 ～
場 所 くすり学習館
定 員 親子先着10組（20人）
申込方法 電話でお申し込みくだ
さい。 申込締切 12月9日（木）
※参加料無料
日時

12時

問合せ・申込み くすり学習館

88-8110

募集

70-3694

第18回甲賀市民駅伝競
走大会出場者（チーム）
募集します

日 時 1月16日（日）
11時スタート 会 場 甲賀市陸
上競技場発着周回コース
部 門 【一般】
【高校生】
【中学生】
【小学生】
【マスターズ】それぞれ
男女の部。各部門とも4区間
申込締切 12月 24日（金）17時
※詳細は甲賀市スポー
ツ協 会 ホームペ ージ、
または下記まで
問合せ・申込み

（一社）甲賀市スポーツ協会
86-2343
86-2443

お知らせ

◀詳しくはこちら

大切な
「いのち」
について
考えてみませんか

12月1日は『いのちの日』で
す。 いのちについてみんなで考
える日として、 厚 生 労 働 省 が
2001年に制定しました。
昨年は新型コロナウイルス感染
症の影響からか、13年ぶりに全
国の自殺者数が上昇し、市でも
わずかながら増加しました。
何かに悩んでいる方は一人で
悩まず誰かに話してみましょう。
身近な人にしっかりと寄り添い、
たった一つの大切な『いのち』
をみんなで守りましょう。
問合せ 相談窓口

滋賀いのちの電話
077-5537387
（金・土・日／10時～22時）
京都いのちの電話
075-8644343
（年中無休／24時間）
甲賀市すこやか支援課
0748-692168
（平日／8時30分～17時15分）

お知らせ

家屋を取り壊した時は
家屋滅失申請書の提出を

令和4年度の家屋に対する固
定 資 産 税は、 令 和4年1月1日
に存在する家屋が課税対象とな
ります。
令和3年中に家屋を取り壊さ
れた場合には、「家屋滅失申請
書」を提出してください。

お知らせ

市では、 市税や使用料などの
お支払いに、 口座振替への切り
替えを勧めています。
【便利】納期ごとに市役所や
金融機関へ行って支払う必要
がなくなります。 一度、 口座
振替の手続きをすると翌年以
降も自動継続されます。
【安全】現金を持ち歩く必要
がありません。
【確実】納め忘れがなく、 通
帳の記載内容から支払履歴が
確認できます。
手続き方法 市内各金融機関に
備え付けの口座振替申込書に必
要事項を記入し、 通帳のお届印
を押印後、 振替を希望される金
融機関の窓口へ直接お申し込み
ください。
通常、 翌月以降から振替開始と
なります。
取扱金融機関 滋賀銀行、 関西み
らい銀行、 甲賀農業協同組合、
湖東信用金庫、 滋賀県信用組
合、 京都銀行、 近畿労働金庫、
グリーン近江農業協同組合、 滋
賀県民信用組合、 ゆうちょ銀行、
郵便局
問合せ 税務課

69-2130

提出期限 12月28日（火）

申請書は、市ホームページに掲
載しています。
提出先 税務課資産税係または
土山、甲賀、甲南、信楽地域市
民センター
※登記済みの建物について、法
務 局にて滅 失 登 記された場 合、
家屋滅失申請書を提出していた
だく必要はありません。
※令和4年1月1日以降に、令和
3年中の家屋滅失に関する手続
きをされる場合はご連絡ください。
問合せ 税務課

69-2129

資産税係
63-4574

口座振替の登録は
お済みですか

催 し

収納推進係
63-4574

児童館事業
たけのこ子育て広場
『カレンダーを作ろう』

絵を描いたり、シールを貼って
カレンダーを作ります。
対 象 未就学児と保護者
日 時 12月17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） 定 員 先着6組程度
持ち物 タオル・のみもの
申込方法 電話ファックスで下記
まで 申込締切 12月13日（月）
問合せ・申込み たけのこ児童館

82-2361

82-3616
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