
※ＡＩによる集約のためすべての情報が掲載されているわけではありません。

※「しがらき火まつり」も実施予定です。

市内のイベント情報は「ＡＩイベント集約情報」が便利です。
イベント情報
集約サイト

INFORMATION

情報のまど

　しばらく休園していました「かぶと

むしの里」を再開します。開園日は７

月１７日から８月７日までの土、日、祝

日となります。コロナ対策としてマス

クの着用と手指消毒をお願いします。

◦入園料　５００円／人

◦開園時間　１０時～１６時

あけびはら山の子はうす
☎０９０‐３３５３‐０５４６（担当：吉田）
農業振興課　☎６９‐２１９２

問合せ

あけびはら山の子はうす

「かぶとむしの里」の

開園日について

お知らせ

　弁護士・司法書士・社会福祉士・社

会保険労務士・行政・福祉関係者に

よる無料の相談会です。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。

　状況により相談会が中止となる場

合は、予約者に連絡します。

◦日時　７月２３日（土）１３時３０分～

１６時３０分

◦場所　甲賀市役所

　（水口町水口６０５３番地）

◦申込方法　電話、メール、FAX（お

名前、連絡先、相談内容必須。）

◦受付期間　７月４日（月）から７月

１３日（水）まで。

＊定員に達し次第受付終了。

＊ 当日は受付にて、検温、手指消毒を

行います。マスクはご持参ください。

甲賀・湖南権利擁護センターぱんじー
（甲南第一地域市民センター３階）
☎８６-６１６１　Ｆax８６-６１９９

 pan-g.koka-konan@iaa.itkeeper.ne.jp

問合せ

高齢者・障がい者

なんでも相談会
お知らせ

　相続等により取得した住宅を利用

せずに空き家となる件数が増えてい

ます。放置空き家の発生を予防する

ため、法律相談会を開催します。

※事前予約が必要です。

◦日時　８月１０日（水）／９月１０日（土）

／１０月５日（水）／１１月５日（土）

　９時３０分～１２時

◦申込締切　開催日の２週間前

◦場所　甲賀市役所　別館１０１

◦協力団体　滋賀県司法書士会、近

畿税理士会、滋賀弁護士会

◦定員　各回５名まで

◦相談時間　３０分

住宅建築課　空家対策室
☎６９‐２２１４　Ｆax 6３‐４６０１

問合せ

申込み

空き家発生予防の

ための相続等に関する

法律相談会

お知らせ

◦日時　1回目　7月30日（土）

13時30分（13時受付開始）

2回目　7月31日（日）

9時30分（9時受付開始）

内容は両日とも同じで、学校紹介

や学習発表、看護体験などを行い

ます。

詳細はホームページを

ご覧ください。

◦場所　甲賀看護専門学校

◦定員　各日60名（予約制）

◦申し込み方法　甲賀看護専門

学校ホームページ内にある予約

フォームよりお申込み下さい。

電話でも可。参加人数、ご希望の

日をご連絡ください。

どなたでもご参加いただけます。

甲賀看護専門学校
☎0748-65-6071

問合せ

申込み

甲賀看護専門学校

「オープンキャンパス」
お知らせ

　看護の現場への復職に向けて、子育て

との両立で迷っている方や、ブランクが

あって不安な方もお気軽にご相談くださ

い。ベテラン看護職がサポートします。

◦場所　ハローワーク甲賀

◦対象　看護職　※無料・予約不要

◦日時　毎月第２・４月曜日

　１０時～１３時　(祝日の場合翌日)

滋賀県ナースセンター
(滋賀県看護協会内)
☎０７７-５６４-９４９４
 ホームページ

▲

問合せ

看護のお仕事探し

出張相談窓口
お知らせ

　消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の

消費生活相談窓口につながり、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いす

る電話番号です。

【どんな時に利用するの？】
　「契約でトラブルになった」「ある製品を使ってけがをした」「解約の方法

が知りたい」「近所の高齢者がリフォームについて悩んでいるようだ」「食

品や製品の表示について聞きたい」「洗濯表示の意味が知りたい」など、

消費生活に関する全般的な相談で利用していただけます。

　消費生活センターでは、専門の相談員が相談を受けてトラブル解決の

支援をします。また、消費生活センターでは取り扱いができない相談につ

いては適切な窓口を紹介します。

　全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン

「188」、一人で悩まず、すぐ相談『泣き寝入りは超い

やや（188）（いやや！）』と覚えてください。

消費生活のご相談は

甲賀市消費生活センター ☎６９-２１４７ ☎局番なしの１８８（いやや） Ｆax６３-４５８２

消費者トラブルにご用心！

消費者ホットライン188

消費者庁　消費者ホットライン
１８８イメージキャラクター

「イヤヤン」

　水口中央公民館別館解体工事の

ため、少年センターの事務所を移転

します。青少年悩みごと相談は継続

して行っています。

◦移転日　７月5日（火）

◦移転場所　水口中央公民館2階

少年センター
（水口中央公民館２階）
☎６２-６０１０　Ｆax６３-３９７７
 k-syonen@city.koka.lg.jp

※ 月～金（祝日、年末年始を除く）の９時～
１６時、電話、メールでも相談可能です

問合せ

甲賀市少年センターが

移転します
お知らせ

　うちわに絵を描いたり、シールを

貼って作ります。

◦対象　未就学児と保護者

◦日時　７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）

◦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　７月１１日（月）

たけのこ児童館
☎８２‐２３６１　Ｆax８２‐３６１６

問合せ

申込み

児童館事業

たけのこ子育て広場

『うちわ作り』

催  し

　ペーパークラフトで、正十二面体

の地球儀を作ります。楽しみながら

多面体の世界にふれましょう。

◦日時　８月６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

かえで会館
☎８６-４３６３　Ｆax８６‐４９５８

催  し

問合せ

申込み

わくわく☆

チャレンジクラブ

『地球儀ペーパークラフト』

◦日時　１１月６日（日）

◦場所　あいの土山マラソンコース（甲賀市土山町）

◦種目　マラソン・ハーフマラソンいずれも登録男女・一般男女

◦対象　平成１６年４月１日以前の出生者（高校生、車いすでの参加はできません）

◦定員　３，０００人

◦参加費　７，０００円

◦申込期間　【ＲＵＮＮＥＴまたはふるさと納税】７月16日（土）～８月３１日（水）

大会事務局（土山体育館内・月曜休館）　☎６６‐００９１　Ｆax６６‐１０９１
https://www.ac-koka.jp/marathon/
社会教育スポーツ課スポーツ係　☎６９‐２２４９　Ｆax６９‐２２９３

２０２２あいの土山マラソン出場者募集
募  集

問合せ

申込み

◦願書配布場所／説明会会場
　学校法人近江聖書学園

　認定こども園水口幼稚園

※ 願書は幼稚園のほか、市役所、水口

子育て支援センター、甲南子育て支

援センターにも置いています。ホー

ムページにも掲載しています。

　なお、上記以外の私立幼稚園（甲南

幼稚園、貴生川認定こども園【短時

部】）は８月号に掲載予定です。

学校法人近江聖書学園
認定こども園水口幼稚園
甲賀市水口町城東3-21
☎62-0329
Ｆax 62-0334
 ホームページ

▲

水口幼稚園入園案内
募  集

　水口幼稚園へ入園を希望される

全ての方に対し、入園説明会を開催

します。

◦定員（募集定員）
　満３歳児（２歳児）：10名

３歳児：30名

４歳児：若干名

５歳児：若干名

◦願書配布開始日
　2022年7月1日（金）以降随時

◦入園説明会
　2022年8月27日（土）

　10時～11時30分（受付9時30分）

　予約不要。当日受付があります。

保育体験ができますので、お子様

連れでおいでください。

◦願書受付　2022年8月27日（土）

幼稚園説明会の後に行います。土

日を除く9時30分～17時で受付。

定員を超えた場合は、後日抽選を

行います。2，3号認定の申込みは

10月初旬予定。

問合せ

遊びにおいでよ

7/12(火)、13（水） 9：30〜11：30

どなたでも自由に園の様子をご覧

になれます。お子様連れでおいで

ください。予約不要。当日受付が

あります。

◦内容・日時
◆ 薪割り体験～手動式薪割り器で

安全な薪割り体験をします。

　７月２４日（日）10時～12時

◆ しぜんさんぽ～初心者から自然

観察のガイドをします。

　７月２４日（日）14時～15時

◦対象
　薪割り体験： 小学生以上。(小学生

は保護者同伴)

　しぜんさんぽ：幼児から大人まで。

◦定員　薪割り体験：10名。

　　　　しぜんさんぽ：10名。

　（受付順。キャンセル待ちあり）

◦場所　みなくち子どもの森

◦参加費　薪割り体験：100円。

　　　　　しぜんさんぽ：無料。

◦申込　7月1日（金）より申込受付

※ 詳しくはホームページをご覧くだ

さい

※ 7月5日（火）・6日（水）は園内管理

のため臨時休園します

みなくち子どもの森自然館
☎63-6712　Ｆax63-0466

 koka30104600@city.koka.lg.jp

催  し

問合せ

申込み

みなくち子どもの森

７月イベントご案内
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