
掲載している催し等は、3月22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。

　eLTAX（エルタックス）による電子納税に、令和5年4月1日から、次
の対象税目が追加されます。市役所や金融機関等へ行くことなく、自
宅、オフィスのパソコンやスマートフォンから納税することができます。

対象税目 固定資産税　 軽自動車税（種別割）
納税までの流れ  ①「地方税お支払サイト」にアクセスする。　
②納付書読み取り画面から納付書に印刷されたeL‐QR（二次元
コード）を読み取る、または納付書番号（eL番号）を入力する。
③クレジットカードやダイレクト方式（口座振替）などの納税方法を
選択し、納税完了。　
注意事項  領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合
は、市役所等や金融機関の窓口をご利用ください。　

eL‐QR（二次元コード）が読み取れないもの、指定納期限が
過ぎたもの、金額を訂正したもの、各決済サービスの決済可能
上限額を超える場合はご利用いただけません。

地方税ポータルシステム『eLTAX（エルタックス）』を

利用した電子納税でより便利に
お知らせ

地方税お支払サイト
ホームページ

eLTAX
ホームページ

問合せ  税務課　収納推進係
 69-2130　  63-4574

森のおさんぽ《申込制》

日時  4月20日（木）
10時～11時
内容  小さなお子さん
の目線に合わせてゆっ
くりとした流れの中で
すすめます。　
対象  幼児と保護者　
定員  6人　
参加費  無料

しぜんさんぽ《申込制》

日時  4月23日（日）
14時～15時
内容  子どもの森園内
の今見られる自然を、
ゆっくりと観察しなが
ら歩きます。　
対象  どなたでも参加可能
定員  10人　
参加費  無料

シェアリング★ネイチャーゲーム《申込制》

日時  4月22日（土）10時30分～11時30分　
内容  一緒に里山の自然の中で五感を使ってゲー
ムをしませんか。※お持ちの方は、自然体験カー
ドをご持参ください。
対象  どなたでも参加可能（幼児、小学生は保護者同伴）
定員  12人　
参加費  無料　
服装・持ち物等  野外で活動できるような服装。
※特別に持ち物が必要な場合は前日に連絡します。

みなくち子どもの森の催し
問合せ・申し込み  みなくち子どもの森自然館　

 63-6712　  63-0466　  koka30104600@city.koka.lg.jp

内容  5月10日（水）まで、市役

所、土山・甲賀・甲南・信楽

の各地域市民センター、道の

駅あいの土山で巡回パネル展

を行っています。

※各所の展示日程は市ホーム

ページをご覧ください。

水口　  70-2349
土山　  080-8322-8044
甲賀　  080-2150-9361
甲南　  070-4411-4070
信楽　  070-4411-4064

問合せ・申し込み  
開催地域の夢の学習事務局

申込方法  開催地域の夢の学習事務局まで電話でお申
し込みください。（受付：火～土曜日　9時～17時）
締切  開催日の3日前まで　
※定員になり次第締切。他にも講座を開催しています。
詳細は夢の学習ホームページかチラシを
ご覧ください。

募集開始：4月4日（火）9時　定員：各8人（先着順）

● 会話教室（入門コース）　毎週火曜日・通年30回　初回4月18日（火）より
ユネスコ無形文化遺産登録記念

「瀧
た

樹
ぎ

神社のケンケト踊
り巡回パネル展」開催中

甲賀市 市民講座 ＜4月15日～ 5月14日分＞

催  し

催  し

特定非営利活動法人
地域で創る土曜日
夢の学習

問合せ・申し込み  かえで会館
 86-4363 　  86-4958

　アクリル毛糸を指編みして、水だけで汚れ
が落とせる、たわしに仕上げます

日時  4月22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

わくわく☆チャレンジクラブ

『指編みでアクリルたわし作り』催  し

問合せ・申し込み   たけのこ児童館
 82-2361　  82-3616

　布を折って、簡単かわいい兜飾りを作ります。

児童館事業 たけのこ子育て広場 

『兜（かぶと）飾りを作ろう』催  し

催  し

講座名 開催日 時間 場所

詩吟教室 4月15日（土） 13時30分 ～ 15時

水口中央
公民館

写経教室 4月18日（火） 9時30分 ～ 11時
初心者のためのパソコン相談会（一人30分） 4月22日（土） 14時 ～ 16時
健康マージャン教室 4月26日（水）・5月10日（水） 14時 ～ 16時
大人の折り紙教室 4月29日（土・祝） 9時 ～ 11時30分
書に親しむ教室 5月13日（土） 10時30分 ～ 12時
健康づくり（大人のわくわく運動教室） 4月15日（土） 9時30分 ～ 10時20分 土山体育館
アイディア絵手紙教室 4月19日（水） 13時30分 ～ 15時

土山中央

公民館

書道教室 4月19日（水） 9時30分 ～ 10時30分
フレイル予防について 4月22日（土） 9時30分 ～ 10時30分
ほっこりサロンへおいでやす（紙芝居） 4月22日（土） 10時40分 ～ 11時40分
60才以上の心（脳科学）剣道 5月6日（土） 9時30分 ～ 10時30分
囲碁広場・将棋広場 毎週土曜日 9時30分 ～ 11時30分
季節の切り絵教室（大人） 5月13日（土） 9時30分 ～ 11時

かふか生涯

学習館

囲碁教室 4月15日（土） 9時30分 ～ 11時
理学療法士が教える体操教室 4月27日（木） 13時30分 ～ 14時30分
大人の手芸教室 4月21日（金）・5月12日（金） 13時30分 ～ 15時30分
みんなの囲碁教室 毎週土曜日 9時30分 ～ 10時30分

甲南

公民館

健康づくりひろば（脳トレ体操他） 4月19日（水） 14時 ～ 15時
UVレジン教室 4月18日（火） 10時 ～ 11時
編み物教室 4月22日（土） 10時50分 ～ 12時
季節の切り絵教室 5月9日（火） 14時 ～ 15時30分
大人の囲碁・将棋広場 4月18日・25日（火）・5月9日（火） 13時 ～ 16時

信楽

開発センター

UVレジン教室 4月18日（火） 10時 ～ 11時30分
英語教室 4月19日（水） 10時 ～ 11時
健康マージャン教室 4月20日（木） 14時 ～ 16時
詩吟教室 4月26日（水） 13時30分 ～ 14時30分
百人一首広場 4月26日（水） 14時40分 ～ 15時40分

英会話教室 9時15分～ 10時30分 水口中央
公民館韓国会話教室 10時45分～ 12時

夢の学習

問合せ  歴史文化財課
 69-2252　  69-2293

場所  すべて、みなくち子どもの森にて開催
申込方法  すべて電話、FAX、メールにて受付。
※申込み時に氏名、子どもは年齢、お住いの地域、日中連絡がつく電話番号をお伝えください。

申込締切  すべて、各々開催日の前々日17時締切・先着順。
※前日・当日のお申込みはできません。ご留意ください。

日時  4月17日（月）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）
対象  未就学児と保護者　

定員  先着5組程度
持ち物  タオル・のみもの　
申込方法  電話、ファックス　
申込締切  4月10日（月）
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