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みなくち子どもの森を歩こう
「落ち葉いろいろ」

　毎月第1日曜日には、みなくち子ど
もの森を歩きながら自然観察します。
今月は冬を迎えた森の様子を見てみま
しょう。

日　時／ 12月2日（日）14：00〜
　　　　 約1時間　小雨決行
集合場所／みなくち子どもの森自然館前
対　象／子ども〜大人
　　　　園路を約1時間歩ける方
　申込不要。野外を歩く服装と靴で上
記集合場所へおいでください。

問…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

市民ギャラリ−
大好き！ごはんの会『粒っ子』

＝朝ごはんの展示＝

　『粒っ子』は、昨年の秋に発足した、
子どもをごはんで育てたいお母さんた
ちの集まりです。

日　時／ 12月3日（月）〜26日（水）
　　　　 平日の8：30〜17：15
場　所／土山支所1階ロビ−
内　容／ごはんが良い理由の展示やメ

ンバー宅の朝ごはんを写真で
紹介。その他、レシピの展示
や配布があります。

問…土山支所
266-1101　566-1564

たけのこ児童館
しめ縄づくり教室

　新しい年に向けてみんなで楽しくし
め縄を作りませんか。初めての方でも
指導しますので心配はいりません。子
どもからお年寄りの方まで、どなたで
もご参加いただけます。

日　時／ 12月8日（土）9：30〜12：00
場　所／たけのこ児童館
持ち物／よこづち（お持ちの方）、ペンチ
　　　　汚れても良い服装で参加くだ

さい。

問…たけのこ児童館（信楽西教育集会所）
282-2361　582-3616

水口スポーツの森へ行こう
●12月の催し

甲賀市民スタジアム

※時間は変更される場合があるため掲載して
　いません。

日 曜日 大　会　名

8・9 土・日 第3回水口支部杯争奪少年野球大会

多目的グラウンド
日 曜日 大　会　名

2 日 水口ロータリークラブ杯（少年サッカー）

甲南ふれあいの館　体験教室
しめ縄作りに挑戦しよう

　親子体験教室として「しめ縄作り」を
開催します。民具友の会の会員の親切
なアドバイスで自作のしめ縄を作りま
せんか？参加ご希望の方は、下記へお
申し込みください。

日　時／ 12月16日（日）13：00〜15：00
場　所／甲南ふれあいの館
定　員／ 20名（先着順）
参加費／ 200円／大人（親子で参加）
申込方法／電話・FAXで下記までご連

絡ください。

問…甲南ふれあいの館
2/586-7551

上方講談と落語を聴く会
旭堂南湖「赤穂義士伝」を語る

　甲賀市出身で、上方講談界のニュー
ウェイブと称される旭

きょくどうなんこ

堂南湖。落語も
あわせてお楽しみください。落語の演
目は当日のお楽しみとさせていただき
ます。

日　時／ 12月15日（土）14：00開演
場　所／碧水ホール
出　演／旭

きょくどうなんこ

堂南湖（講談）、桂
かつらじゃくごろう

雀五郎（落
語）、桂

かつらうめだんじ

梅団治（落語）
入場料／○一般
　　　　前売1,500円　当日1,800円
　　　　○小中学生、シニア（60歳以上）
　　　　前売1,000円　当日1,300円
　前売券は碧水ホールの他、市内各所
で発売中。
　前売で完売した場合は、当日券はあ
りません。

問…碧水ホール
263-2006　563-0752

　（受付時間9：00〜17：00　月曜休館）

南こうせつ with ウー・ファン
心のうたコンサート

前売券発売のお知らせ

　あいこうか市民ホールリニューアル
オープン記念事業として、宝くじまち
の音楽会「南こうせつwith ウー・ファ
ン心のうたコンサート」を開催します。
このコンサートの前売券を次のとおり
販売します。

開催日時／平成20年2月8日（金）
　　　　　18：30開演
発売開始日時／ 12月15日（土）9：00〜
発売場所／あいこうか市民ホールのみ

の販売とします。
入場料／前売2,000円　当日2,500円
　　　　（全席指定）
　前売で完売した場合は、当日券はあ
りません。
　乳幼児のご入場はご遠慮ください。
　お一人あたりの購入枚数を制限させ
ていただく場合があります。

問…あいこうか市民ホール
262-2626　562-2625

　（受付時間9：00〜17：00　月曜休館）

秋季企画展
「甲賀のお茶づくり」

　県内第一の生産量を誇る甲賀のお茶
をとりあげ、製茶道具などからお茶作
りの工程やお茶の歴史を紹介します。

●展　示
期　間／ 12月26日（水）まで
会　場／水口歴史民俗資料館
開館時間／ 10：00〜17：00
休館日／月曜日
入場料／大人150円・小中学生80円

●講演会
講　演／「日本茶の歴史1200年」
講　師／神

こ う づ

津朝
あ さ お

夫氏（帝塚山大学講師）
日　時／ 12月8日(土)14：00〜16：00
会　場／水口図書館2階　資料室
※申込不要。当日会場へお越しください。

●「お茶染め」体験教室
日　時／ 12月22日(土)14：00〜16：00
会　場／東海道伝馬館
参加料／ 600円（ハンカチ染め材料代）
定　員／ 20名(先着順)
※ご参加の方は、水口歴史民俗資料館

までお申し込みください。

問…水口歴史民俗資料館
262-7141　563-4737

市営駐車場の利用者募集
受付期間／ 12月3日（月）〜14日（金）

（土・日・祝を除く9：00〜17：00）
使用開始日／平成20年1月1日（火）
■JR甲賀駅南駐車場

1区画・1か月　3,000円
※申込者多数の場合は抽選となります。
問…生活環境課 生活交通担当

265-0686　563-4582
■JR油日駅前駐車場

1か月　3,000円
問…油日駅を守る会

288-5879（直接お問い合わせください。）
■JR甲南駅前駐輪場

自転車　1か月　1,500円
原　付　1か月　1,800円

受付時間／ 6：15 〜 9：15、13：00 〜
　14：00、18：30 〜 20：30

問…甲南駅前駐輪場
286-0590（直接お問い合わせください。）

市営住宅入居者募集
募集期間／ 12月5日（水）〜20日（木）
　募集の内容や申込書等は、12月5日

（水）から管理課及び各支所で配布しま
す。また、市ホームページでもご覧い
ただけます。
問…管理課　市営住宅担当
　265-0609　563-4601

舗装施工管理技術者2級
講習会

　舗装工事に関する専門的な知識を習
得し、2級舗装施工管理技術者をめざ
し工事施工管理に役立てていただくた
めに開催します。

日　時／
　○開講式　平成20年3月22日（土）
　○ 2 回目　3月25日（火）
　4〜6月上旬の火・土曜日　全14回
　19：30〜21：50（火曜日）
　19：00〜21：30（土曜日）
開催場所／サントピア水口（甲賀市共

同福祉施設）
受講料／ 15,000円（教材費含む）
定　員／ 10名
申込締切／平成20年1月11日（金）申し込

み多数の場合は抽選とします。

問・申…
　甲賀広域小規模事業振興対策
　連絡協議会事務局
　商工観光課　労政担当

265-0710　563-4087

臨時職員募集
（保育士・幼稚園教諭）

資　格／保育士又は幼稚園教諭免許を
有する人

年　令／不問
雇用期間／平成20年4月1日〜9月30日
　　　　 （6か月の更新あり）
募集人員／約150名
給　与／月額163,800円
　　　　ただし、3歳以上児のクラス

担任については、
　　　　月額170,100円
※社会保険加入

勤務地／市内保育園・幼稚園（若干名）
　　　　子育て支援センター（若干名）
勤務時間／ 8：30〜17：15（実働8時間）
※月〜金曜日までの週40時間
　ただし、週休日勤務の場合は平日と
　振替
申込受付期間／
　12月3日（月）〜27日（木）
面　接／平成20年1月中旬頃（面接日

時は受付時に指定）

問・申…職員課
265-0668　563-4554
又は、甲賀公共職業安定所
262-0651　563-1825

【資　格】
1. 平成20年1月1日現在､ 甲賀市に住所を有する者 
2. 平成20年3月31日現在で年齢が満20歳以上の者
3. 次の①〜③のいずれかに該当する者
　①耕作面積が10アール以上の耕作業務を営む者
　②耕作の業務を営む同居の親族又その配偶者で､年間お
　　おむね60日以上耕作に従事している者
　③①に規定する一定面積以上の農地について耕作の業務
　　を営む農業生産法人の組合員又は社員であって年間
　　60日以上の耕作業務に従事している者

【申請用紙の配布】
　農事改良組合長宛てに組合員分の申請書を送付しますの
で､ 該当者は受理し必要事項をご記入ください｡
　また、農事改良組合等に加入されていない方で、申請を
される方は、市役所各支所で申請の手続きをしてください。

農業委員会委員選挙人名簿登録申請をお忘れなく
　農業委員会等に関する法律に基づき､ 平成20年1月1日現在で農業委員会委員選挙人名簿の調整を行いますので､ 次
の各号に該当する有資格者は､ 選挙人名簿登載申請書を提出してください｡ 
　この申請は毎年必要ですので､ 今年度に登録されている方も新年度の選挙人名簿に登録するためには、この申請書を
提出しなければなりません。

【提出先】
　各農事改良組合等で取りまとめて市役所各支所（水
口のみ選挙管理委員会事務局（総務課内）へ提出して
ください。

【提出期限】
平成20年1月10日（木）
※法令で定められており､ 申請書を受理する期限です｡
　必ず厳守してください｡

問…選挙管理委員会事務局
　265-0667　563-4554

第21回全国スポーツ・レクリエーション祭（スポレク滋賀2008）
2008年10月18日（土）〜21日（火）開催

ターゲットバードゴルフ〈水口スポーツの森〉バウンドテニス〈土山体育館〉甲賀市美術展覧会
第3回 会期  2008．3．1（土）〜9（日）

会場  あいこうか市民ホール、碧水ホール
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