
1月26日は

「文化財防火デー」です！

　1月26日は、1年のうちで最も
火災が発生しやすい時期であるこ
とから、文化庁と消防庁が「文化
財防火デー」と定めたものです。
　甲賀消防本部・消防署では、
この文化財防火デーを中心に、
毎年1月23日から29日までの1
週間、文化財を火災、震災その
他の災害から守るため、文化財関
係者や市民の文化財愛護に関す
る意識の高揚を図ることを目的に

「文化財防火運動」を実施します。
　市民共有の財産であり将来に
継承すべき貴重な文化財を、火
災などの災害から守るためには、
文化財関係者だけでなく地域住
民のみなさんの協力が必要です。
　みなさんもこの機会に身近に
ある文化財に目を向け、地域ぐ
るみで守りましょう。

お知らせ

第16回サロンコンサート

「たおやかなフルートを

愉しむ」延期について

　9月19日（日）に開催を予定して
いたサロンコンサートについて、下
記の日程に変更して開催します。

問合せ  
あいこうか市民ホール（月曜休館）

62-2626　  62-2625

問合せ・申込み  甲賀市まちづくり
活動センター「まるーむ」

70-2595　  70-6046

日時  令和4年1月15日（土）
14時～
会場  碧水ホール
※9月19日の整理券が有効です。
※新規整理券は発行しません。

滋賀県特定（産業別）最低

賃金改定（令和3年12月

30日発効）

市民活動支援セミナー

受講生募集

令和4年度償却資産の

申告について

　特定の産業に雇用される労働
者に適用される特定（産業別）
最低賃金が改定されました。

　固定資産税では土地・家屋
のほか、償却資産（工場の機械、
賃貸住宅や駐車場等の外構・
舗装工事、太陽光発電設備等
の事業用資産）についても課税
対象となります。資産の所有者
には、毎年1月1日現在に所有
している資産について申告をし
ていただく必要があります。

問合せ   詳しくは
滋賀労働局賃金室

077-522-6654
東近江労働基準監督署

0748-22-0394
または、滋賀労働局ホームページで。

 https://jsite.mhlw.go.jp/
shiga-roudoukyoku/

問合せ   テクノカレッジ米原
0749-52-5300

テクノカレッジ草津
077-564-3296
 https://www.pref.

shiga.lg.jp/kougi/

問合せ   税務課　資産税係
69-2129　  63-4574
 http://www.city.koka.

lg.jp/item/16234.htm

申告が必要な方（個人・法人） 
1月1日現在、甲賀市内で会社や個
人で工場や商店を経営している方
や、駐車場やアパートを貸し付けて
いる方等で、事業用資産を所有し
ている方（その資産の貸主を含む）
提出期限  1月31日（月）

問合せ  甲賀広域行政組合消防本
部予防課　 0748-63-7932

 0748-63-7940

お知らせ

お知らせ

テクノカレッジ受講生募集

（4月）

　令和4年4月に開講するテクノカ
レッジ（高等技術専門校）での職業
訓練の受講生を募集します。詳細
はテクノカレッジHPをご覧ください。

対象者  ハローワークに求職申込を
されている方で、就職に必要な知
識・技能を身につける意欲のある方。
募集人数と訓練期間  

（米原）ものづくり加工科10名
【1年】、木造建築科20名【1年】
生産ＣＡＤ科10名【6ケ月】

（草津）ものづくり金属科10名【1
年】、服飾デザイン科20名【1年】
住環境施工科10名【6ケ月】
募集期間  
1月5日（水）～ 2月10日（木）
受講料  無料（ただし、テキスト・作
業服代など別途必要となります。）

甲賀市介護サービス担い

手養成研修　受講者募集

～介護の基礎が学べます～

　甲賀市介護予防・日常生活
支援総合事業の基準緩和型サー
ビス事業を行う事業所で働くた
めの介護の基礎が学べます。
　家族への介護にも役立ちます。

問合せ・申込み  
長寿福祉課　介護保険係

69-2165　  63-4085

日時  2月9日（水）・10日（木）
　　　9時～16時30分　
場所  甲賀市役所
　　  別館101会議室
対象  

・甲賀市介護予防・日常生活支
援総合事業の基準緩和型サー
ビス事業所で働く予定の方

・介護現場で働きたい方
・介護に関心がある方　
※原則2日間受講可能な方に限

ります。
定員  15名
受講費  無料
申込方法  下記のQRコードを読み
込み申込みください。所定の申
込用紙によるFAX・郵送での申
込も可能です。
申込用紙等は、市ホームページ
からダウンロードできます。

 https://www.city.koka.
lg.jp/16756.htm
申込締切  2月1日（火）
　　　　（郵送の場合は当日必着）
※先着順で定員になり次第締切

募 集募 集

催  し
甲賀市公民館講座受講生募集

募 集

　　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

問合せ・申込み  かふか生涯学習館　  88-4100　  88-5055

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
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（天体観望会）
「太陽の黒点の正体は？」

1月22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11日（火）から
1月21日（金）17時まで
※必ず電話でお申し込みください。

わくわく☆チャレンジクラブ

『ねんど消しゴム』

令和4年

甲賀市消防出初式

　ゆでると消しゴムになる、不思
議なねんどを使って、オリジナル
消しゴムを作ります。

申込はこちら

　新年を迎え、災害の無い1年を
願い、消防出初式を実施します。

問合せ・申込み  かえで会館
86-4363　  86-4958

問合せ  
危機管理課　防災危機管理係

69-2103　  63-4619

日時  2月5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
材料費  200円
持ち物  上靴・ハンドタオル・飲
み物
申込方法  電話で下記まで

日時  1月9日（日）8時20分～
場所  あいこうか市民ホール
内容  8時20分頃～式典

（消防団員の表彰、夏休みこども
防火川柳の表彰等）
10時30分頃～消防車両による
防火パレード
※新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から、例年実施してい
ます各地域での一斉放水・通
常点検は中止し、式典・車両パ
レードのみ開催します。

日時  1月29日（土）10時～12時
場所  甲賀市まちづくり活動セン

ター「まるーむ」多目的室1・2
内容  事例紹介を中心にCB（コ

ミュニティビジネス）・SB（ソーシャ
ルビジネス）について学ぶ
定員  先着30人
参加費  無料

申込方法  電話で下記まで
申込締切  1月20日（木）

催  し

催  し

お知らせ 募 集

時間額

窯業・土石製品製造業 942円

一般機械器具製造業 953円

精密・電気機械器具製造業 939円

自動車・同附属品製造業 957円

甲賀市ボランティアガイド

連絡協議会市民連続講座

「甲賀の中世戦国～近世

を学ぶ」（全5回）

　ボランティアガイドの皆さんと
ともに甲賀の歴史を学ぶ市民講
座です。第1回の今回は戦国以降
の甲賀武士について学びます。

問合せ・申込み  
甲賀市ひと・まち街道交流館　

70-3166

日時  1月18日（火）
13時30分～ 16時 
場所  甲南公民館大会議室及び
甲賀流リアル忍者館
講師  福島嵩仁氏（地域おこし協
力隊隊員）
定員  先着20名
※電話にてお申込みください
参加費  無料

催  し

（令和3年
12月30日発効）

掲載している催し等は、昨年12月15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。

「親子ものづくり教室」

第2回葉脈ストラップづくり

　植物の葉脈を使ってオリジナ
ルストラップを作ります。

問合せ・申込み  くすり学習館
88-8110　  70-3694

日時  1月16日（日）10時～12時
場所  くすり学習館
定員  親子先着10組（20人）
参加費  無料
申込方法  電話でお申し込みください。
申込締切  1月13日（木）

催  し
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