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「情報のまど」に掲載している内容の詳細については、
各担当へお問い合わせください。

平成20年住宅・土地統計
調査にご協力を

　10月1日を基準日として、全国で平成
20年住宅・土地統計調査が行われます。
　この調査は、住宅・土地に関する最も
基本的な調査で、全国で約350万世帯
を対象とする最も規模の大きい標本調
査です。対象世帯には、9月下旬から知
事が任命した調査員がお伺いしますの
で、調査票への記入をお願いします。
　なお、調査対象となる人には、統計法
により、調査への申告が義務づけられ
ています。また、調査内容は、統計を作
る目的以外に使用することは固く禁じ
られています。安心して、ありのままを
ご記入ください。

問…企画政策課　企画政策担当
　　 65-0670　 63-4554

「はかり」の定期検査
　検査当日は、計量協会から送られる
受検票をご持参ください。受験には申
し込みが必要で、検査には「はかり」の
能力に応じて手数料がかかります。詳
しくは下記まで。
（検査の実施機関：滋賀県計量協会）

甲賀地域対象
日　時／9月22日（月）10：00〜14：00
場　所／甲賀町商工会（甲賀町相模173-1）

甲南地域対象
日　時／9月24日（水）10：00〜15：00
場　所／甲南庁舎別館（甲南町野田810）

土山地域対象
日　時／9月25日（木）10：00〜15：00
場　所／土山支所北側車庫（土山町北

土山1715）

信楽地域対象
日　時／9月26日（金）10：30〜12：00
場　所／緑地等管理中央センター（信楽町

上朝宮467）
日　時／9月26日（金）13：30〜15：00
場　所／信楽開発センター（信楽町長野1251）

水口地域対象
日　時／9月30日（火）10：00〜16：00
場　所／碧水ホール（水口町水口5671）

水口地域および未受験者対象
日　時／10月1日（水）10：00〜12：00
場　所／碧水ホール（水口町水口5671）

問…商工観光課　商工観光担当
　　 65-0708　 63-4087

秋の全国交通安全運動
9月21日（日）〜30日（火）

運動の重点

■高齢者の交通事故防止
　車を運転する方は交差点や信号を走
行する際は特に注意し、横断歩道で
は歩行者などが横断待ちをしている
場合に停車するなど、交通ルールを
守って、安全に通行できるようにし
ましょう。

■後部座席を含むシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
　必ずシートベルトやチャイルドシー
トを着用しましょう。

■夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
車中の交通事故防止
　反射材を活用し、周囲の安全確認を
確実にしましょう。

■飲酒運転の根絶
　お酒を飲んだら運転しない、運転す
る人にはお酒をすすめないようにし
ましょう。

問…県土木交通部　交通政策課
　　 077-528-4582
　　生活環境課　生活交通担当
　　 65-0686　 63-4582

2008人権教育連続セミナー
第9回

日　時／10月17日（金）19：30〜21：00
内　容／「みんながきてくれてうれし

かったです」〜児童養護施設
と学校の連携から〜

講　師／船
ふなはし

橋雄
ゆうへい

平さん、中
な か の

野泰
や す お

男さん
場　所／かふか生涯学習館
※参加無料。手話通訳・要約筆記があ
ります。

問…人権推進課
　　 65-0693　 63-4582

戦没者追悼式
土山会場

日　時／ 10月4日（土）14：00〜
（受付13：30〜）

場　所／あいの土山文化ホール
信楽会場

日　時／ 10月8日（水）14：00〜
（受付13：30〜）

場　所／信楽ホール
甲賀会場

日　時／ 10月10日（金）14：00〜
（受付13：30〜）

場　所／農村環境改善センター
内　容／黙祷・献花等
※ご遺族はご参加ください。（直接会場
にお越しください。）

問…社会福祉課
　　265-0700　563-4085

事業主の方へ
外国人雇用状況の届出を

　すべての事業主の方に、外国人（特別
永住者を除く）の雇い入れと離職の際、
その都度、当該外国人の氏名、在留資格
等を確認し、ハローワークに届け出る
義務があります。（届出を怠ると30万
円以下の罰金が課されます）
※平成19年9月30日以前から継続雇用
されている外国人についても、本年
10月1日までに届出が必要です。

問…ハローワーク甲賀
　　（甲賀公共職業安定所）
　　 62-0651　 63-1825
　　又は滋賀労働局

法　律　相　談
日　時／10月1日（水）13:00〜16:00
場　所／老人福祉センターフィランソ土山
※9月17日（水）8:30から予約受付
定　員／６名（1人30分）
申込方法／相談は予約制です

相談日の2週間前から電話・
来所により先着順です。

予約先／甲賀市社会福祉協議会
水口社会福祉センター２階

予約電話番号／ 62-8085
相談員／滋賀県弁護士会所属の弁護士
※相談は無料で秘密は厳守します。

問…甲賀市社会福祉協議会
　　 62-8085　 63-2021
　　社会福祉課　健康福祉政策担当
　　 65-0700　 63-4085

第7回精神保健福祉講座
「うつ病　正しく知って治す」

日　時／9月26日（金）13：30〜15：00
場　所／甲賀県事務所4A会議室
講　師／田

た な か

中和
かずひで

秀医師
定　員／先着100名
参加費／無料（申込不要）

問…甲賀・湖南人権センター
　　 65-4020　 65-4021
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第２期成人水泳教室生募集
～信楽中学校室内温水プール～

◎のんびりウォーク・ちょこっとスイム
開催期間／ 10月7日〜（6回）
開催日時／毎週火曜日14：00〜15：00
参加費／ 6,000円
定　員／ 10名

◎クロールマスター教室
開催期間／ 10月8日〜（6回）
開催日時／毎週水曜日20：00〜21：00
参加費／ 6,000円
定　員／ 10名

　受講料を持参の上、信楽中央公民館
までお申し込みください。教室の詳し
い内容等は下記まで。

問…信楽中央公民館
　　 82-8075　 82-2463
　　生涯スポーツ課
　　 86-8023　 86-8380

第3期ちびっこ水泳教室生募集
～信楽中学校室内温水プール～

開催期間／9月30日（火）〜11月22日（土）
回　数／各クラス8回
対　象／保育園年中児〜小学校6年生
受講料／ 8,000円（保険別途500円）
募集期間／9月22日（月）〜29日（月）
　　　　　（土・日・祝日は除く）
申込方法／受講料持参の上、信楽中央

公民館まで
　 各クラスの開催日時、内容、定員など
詳しくは下記まで。

問…信楽中央公民館
　　 82-8075　 82-2463
　　生涯スポーツ課
　　 86-8023　 86-8380

忍の里プララの催し（10月）
女優　浜

はま

 美
み え

枝さんの講演会
「日本の美しい暮らし　　　　

〜食と農の文化を考える〜」

日　時／10月13日（月・祝）14：00開演
　　　　（13：30開場）
場　所／忍の里プララ
　　　　（甲南情報交流センター）
内　容／女優、ラジオのパーソナリ

ティで活躍の浜美枝さんが、
「食アメニティ女性ネット
ワークの会」、「農政ジャーナ
リストの会」などでの活動で
見た、全国の農村や食につい
てのお話です。

入場料／無料（整理券が必要です）

問…忍の里プララ（甲南情報交流センター）
　　 86-1046　 86-8119

地域資源∞
無限大

全国展開プロジェクト
「甲賀流忍術発祥の地 甲南」
キャラクターデザイン募集

募集作品／甲賀流忍術発祥の地として
全国にアピールできる親しみ
やすいキャラクターデザイン

応募資格／どなたでも可、グループや
団体も可。

募集期限／9月30日（火）当日消印有効
応募方法／ A4判の白色用紙を使用、

画材は自由、手書き・CG等
は問いません。1作品ごとに
応募票に、デザインの名前と
簡単な説明、氏名または代表
者名（グループ・団体の場合
はその名称）、住所、電話番号、

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〉

要介護認定・要支援認定
更新手続きのご案内

　現在、要介護・要支援認定を受けて
おられる方で介護保険被保険者証に書
かれている有効期間が平成20年９月
30日までの方には、更新申請書を８
月初旬に送付させていただきました。
今後も継続して介護保険サービスの利
用をご希望される方で、更新申請手続
きがお済みでない方は、９月30日(火)
までのなるべく早い時期に最寄りの支
所又は市民窓口センター、水口社会福
祉センター内保健介護課で手続きをし
てください。

問…保健介護課　介護保険担当
　　 65-0699　 63-4085

「中国語広場」
〈全５回〉受講者募集

日　時／10月２日、９日、16日、23日、
30日（木） 19：00〜20：30

場　所／自主活動センターきずな2階
講　師／曽

そ だ

田 玲
れい

（劉 艶玲）
受講料／会員：4,000円、非会員：5,000円
定　員／ 15名（定員になり次第締切）

問・申…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728

（月～金 10：00 ～ 17：00）

公立甲賀病院
図書ボランティア募集

活動内容／本館１階待合ロビーに今
秋開設予定の「外来患者図書
ブース（仮称）」での貸出業務
および蔵書管理

活動時間／月〜金曜日の都合のよい時間

問・申…公立甲賀病院 サービス委員会
　 62-0234　 65-1614谷口

甲南どうなん？楽しいやん！
実りの秋、甲南ＰＡから情報発信

日　時／9月27日（土）11：00〜14：00
場　所／新名神高速道路甲南PA、

成田牧場
内　容／ ▼甲南ＰＡ

甲南太鼓演奏、チェーンソー
アート、手裏剣投げ大会、特産
品販売など

　　　　 ▼成田牧場
乳絞り体験、牛乳早飲み大会、
動物と遊ぼう

問・主催…甲南町観光協会
　　 / 60-2690

　このイベントは、びわ湖放送『とき
めき滋賀’S』（11：30～13：25）で生放
送されます

性別、年齢、職業（学校名・
学年）を記入。作品は郵送ま
たは下記へ直接持参。

※優秀作品には賞金があります。
詳しくは、甲南町商工会のホーム
ページをご覧ください。

問・申…甲南町商工会
　　 86-2016　 86-5818

公的個人認証サービス
利用制限のご案内

　市民課および各支所で行っています
電子証明書の発行・失効・更新手続を下
記のとおり停止させていただきます。
詳しくは公的個人認証サービスポータ
ルサイトをご覧ください。

停止日／9月22日（月）終日

問…市民課　戸籍住民担当
　　 65-0683　 65-6338
　　各支所地域窓口課
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親子プレイステーション事業　～10月の行事予定～

※参加対象は、甲賀市内の未就学児とその保護者の方です。どの地区の活動に
も自由に参加していただけます。

※行事予定の詳しい内容については、各担当にお問い合わせください。

親子プレイステーションは、「体験」や「ふれあい遊び」・「学び」などを通して、家庭教育サポーター
（生涯学習支援ボランティア）の協力のもと「子育て」の時間をゆたかに深めるための場所です。

 開催時間　10：00 〜 12：00

●10日（金）陶芸の森
　「秋の自然を楽しもう」
●24日（金）信楽中央公民館
　「紙芝居を楽しもう」

問・申…信楽中央公民館
82-8075　 82-2463

（信楽）（信楽）スマイルキッズ

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   9日（木）岩上公民館
　「子育てに音楽を」
●16日（木）貴生川公民館
　「親子ものづくり」
　持ち物／はさみ
●23日（木）伴谷公民館
　「秋を楽しむドングリ迷路」
　持ち物／ペットボトル1本

問・申…生涯学習課
86-8022　 86-8380

おしゃべりサロンおしゃべりサロン
（水口）（水口）子育て広場

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   2日（木）佐山荘
　「紙芝居を楽しもう」
●23日（木）上野教育集会所
　「紙芝居を楽しもう」

問…かふか生涯学習館
88-4100　 88-5055

（甲賀）（甲賀）ホッとスペース

 開催時間　10：00 〜 12：00

● 9日（木）にんくる児童館
「からだであそぼう」〜親子スキン
シップ体操・ひらひらボール遊び〜

　定員／15組(先着順・要申込)
　動きやすい服装でご参加ください。

　問・申…にんくる児童館
88-5692　 88-5696

（甲賀）にんくる子育て広場

 開催時間　11：00 〜 12：00

● 17日（金）
「人形劇」

　定員／30組(要申込)
　問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場

①3才児コース（9／26〜、全3回）
②2才児コース（10／17〜、全3回）
＊要申込・先着受付中です。
問・申…生涯学習課

86-8022　 86-8380

親と子なかよしふれあい広場

夜 空 旅 人（天体観望会）
「ニュースが絶えない星　〜地球〜」

日　時／ 9月27日（土）19：30〜21：30
場　所／かふか生涯学習館
※天侯により中止する場合があります。

問・申…かふか生涯学習館
　　 88-4100　 88-5055

あいの土山宿場まつり
日　時／10月5日（日）10：00〜16：00
場　所／東海道伝馬館前広場他
内　 容 ／ 街 道 綱 引 き・ ビ ン ゴ ゲ ー

ム・スタンプラリー・『2
セカンド

nd 
S
ス テ ー ジ

TAGE』ロックライブ 他

問…あいの土山宿場まつり実行委員会
　　事務局（土山支所地域窓口課）
　　 66-1102　 66-1564

あいの土山文化ホール
ピアノコンサートシリーズ　vol.1

舞曲〜情熱のスペイン、煌めきのパリ、
ロマンティックなバレエ〜

日　時／9月23日（火・祝）
　　　　14：30開演（14：00開場）
場　所／あいの土山文化ホール
出　演／松

ま つ だ

田みゆき＆松
ま つ だ

田千
ち な つ

夏　デュオ
入場料／前売500円、当日600円

問…あいの土山文化ホール
　　 66-1602　 66-1603

みなくち子どもの森しぜん学習会
「キノコの暮らしをのぞいて
みよう」

日　時／10月12日（日）10：00〜12：00
集合・解散／みなくち子どもの森自然館

2階講習室
定　員／子ども（原則小学生以上）〜大人
　　　　30名（先着順）
参加費／ 50円（資料代）
申込締切／10月10日（金）
申込方法／参加する人全員の住所・氏

名・年齢・電話番号を下記まで

問…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

子どもたちの健やかな成長のために
 「早寝・早起き・朝ごはん・読書・運動・あいさつ」

「NHKあなたの町で
のど自慢」公開収録

日　時／11月２日（日）14：15開演
（13：30開場）

場　所／あいこうか市民ホール
出　演／新

にいぬま

沼謙
け ん じ

治、岩
いわもと

本公
く み

水
入場料／無料（整理券が必要です）

問・申…あいこうか市民ホール
　　 62-2626　 62-2625

ソフトボールフォーラム
in滋賀こうか

日　時／10月５日（日）９：30〜15：00
場　所／土山グラウンド・土山体育館
内　容／宇

う つ ぎ

津木妙
た え こ

子氏の講演と北京オ
リンピック優勝メンバー２名
によるソフトボール教室

参加費／無料
対　象／ソフトボール教室は県内小学

生・中学生。講演会はどなた
でも可。

問・申…生涯スポーツ課
　　 86-8023　 86-8380


