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平成20年度 下水道排水
設備工事責任技術者試験

期　日／平成21年2月23日（月）
会　場／立命館大学びわこ・くさつキャ

ンパス（草津市野路東1-1-1）
受付期間／ 10月27日（月）〜11月13

日（ 木）の9：00〜17：00（ 土・
日・祝を除く）

願書配布及び受付場所／下水道管理課
問…財団法人滋賀県建設技術センター
　　2077-565-0216
　　 077-565-0108
　　下水道管理課
　　286-8398　586-8032

「土山塾」受講生募集
内　容／東海道土山宿を歩き街道の歴

史、文化、史跡を学びます。

第1回 東海道土山宿  蟹坂〜来見橋

日　時／ 10月4日（土）13：30 〜 16：00
（13：30までに道の駅あいの
土山へ集合）

第2回 東海道土山宿  来見橋〜御代参街道起点

日　時／ 11月15日（土）13：30 〜 16：00
（13：30までに土山中央公民
館へ集合）

※雨天の場合は両日とも土山中央公民
館で実施

受講料／無料
申込締切／ 9月29日（月）

問・申…土山中央公民館
　　 / 66-0158

市営駐車場の利用者募集
受付期間／ 9月1日（月）〜16日（火）

（土・日・祝日を除く9：00〜17：00）
使用開始日／ 10月1日（水）
■JR甲南駅前自動車駐車場

3区画　（2区画は身障者枠のため
要事前問い合わせ）

※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
■JR甲南駅前駐輪場

自転車　1,500円/月
原　付　1,800円/月

問…甲南駅前駐輪場  286-0590
受付時間／ 6：15 〜 9：15、13：00 〜

　14：00、18：30 〜 20：30

ピアノ・ワークショップ
参加者募集

　プロの音楽家と室内楽合奏を体験し
ていただく２日間のワークショップ。

日　時／ 9月27日（土）13：00〜15：00
　  28日（日）10：00〜12：00

場　所／碧水ホール
指　導／鈴

す ず き

木博
ひ ろ し

詞（京都チェンバー

無事故無違反優良運転者
表彰受付

対　象／
・自動車、バイク等を常時運転

し10年以上無事故無違反の
人・甲賀湖南交通安全協会の
会費を納入している人

・過去に同種の表彰を受けてい
ない人

申 請 方 法 ／ 10月10日（金）（土・日・祝
日を除く）までの8：30〜16：
30分に、運転免許証、印鑑、申
請手数料700円を持って、甲
賀湖南交通安全協会へ。

※表彰者は11月30日（日）に甲賀市で開
催予定の「第39回甲賀湖南交通安全
誓いの集い」で表彰します。

問・申…甲賀湖南交通安全協会
　　（甲賀警察署内）
　　263-5671　562-4653

甲南中央運動公園
トレーニングハウス
初回使用者講習会

日　時／９月17日（水）19：00〜
　　20日（土）９：30〜
10月18日（土）９：30〜
　　 21日（火）19：00〜
11月15日（土）９：30〜
　　 18日（火）19：00〜

※火曜日か土曜日のどちらか都合の良
い日に受講ください。

受講料／ 500円（要事前申込）

問・申…甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　286-6971　586-6984

オーケストラ指揮者 音楽監
督）他

参加料／お一人1,000円
対　象／小学生以上（プロの演奏家、

ピアノ指導者は対象外）
※希望曲はバイエル以上で、最後まで
止まらずに演奏できること。1曲5分
以内。
※2日間とも参加できること。
定　員／ 20名（先着順）9月12日（金）締切
申込方法／①参加者名、住所、年齢、

電 話 番 号、 ② 共 演 希 望 曲、
③ピアノ経験年数とともに
TEL、FAX、E-mailいずれか
でお申し込みください

※参加者の中から数人の方に、9月28
日15：00開演の「サザナミ記念アンサ
ンブル定期演奏会」に出演していた
だきます。

問・申…碧水ホール
　　 63-2006　 63-0752
E-mail:hekisuih@city.koka.shiga.jp

（受付時間9：00～17：00 月曜休館）

甲賀Eビジネス道場2008
受講者募集

内　容／ネットショップの運営ノウハ
ウの講習

日　時／ 10月1日（水）〜12月17日（水）の
間で全8回 毎回13：30〜18：30

場　所／甲南町商工会館（甲賀市役所
甲南庁舎別館）

受講料／ 5,000円（全８回分）
主　催／甲賀市内・湖南市商工会

問・申…水口町商工会
262-1676　563-1052

親と子なかよしふれあい
広場 参加者募集

　広い場所での全身運動や、身体をつ
かったふれあい遊びをすることで、親
子のふれあいを深めます。

日　時／３才以上児コース（３回）
9月26日・10月3日・10日（金）
２才児コース（３回）
10月17日・24日・31日（金）
10：00〜11：30（各コースとも）

場　所／岩上体育館
参加費／ 500円（3回分・初日に徴収します）
持ち物／体育館シューズ（親子とも）
定　員／各25組（要申込・先着順）

※10月1日時点の年齢で、コースを選
んでください。

問・申…生涯学習課　　　　　　
　　286-8022　586-8380
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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〉

社会保険労務士による
労働（年金・解雇）相談

日　時／ 9月10日（水）14：00〜16：00
場　所／水口社会福祉センター 2階
受　付／電話で予約受付
※当日空きがあれば当日予約可（急な相談

は県労働相談ダイアル
0120-967164を利用ください。）

問…商工観光課
　　265-0710　563-4087

再就職支援シニアの方の
技能講習会

「滋賀県ふるさと産品
(食品製造・加工・販売)技能講習」

期　間／ 9月24日（水）〜10月6日（月）
全9日間　13：00〜17：00

（10月6日は、ハローワーク
と共同で就職面接会を開催し
ます。） 

会　場／ライズヴィル都賀山（JR守山
駅東口）

訪問先／大津市（比叡ゆば本舗ゆば八、
井筒八ッ橋）、野洲市（鮎家）、
湖南市（やまじょう）の各食品
会社で講習実習

対　象／ 60歳代前半層の再就職希望
の滋賀県在住者

定　員／ 60名（超過のときは抽選）
費　用／無料
申込締切／ 9月16日（必着）
申込方法／往復はがきに、講習名、住

所、氏名（ふりがな）年齢（生
年月日）、電話番号を記入し
て、各申込締切日（必着）まで
にお申し込みください。

問・申…（社）滋賀県シルバー人材
センター連合会

　　〒520-0051　大津市梅林1-3-10
　　 077-525-4128
　　 077-527-9490

弁理士による知的財産権
（特許・実用新案・商標等）相談会

日　時／ 9月10日（水）13：30〜16：30
場　所／土山町商工会
問・申…水口町商工会
　　262-1676　563-1052

日　時／ 9月24日（水）13：30〜16：30
場　所／信楽窯業技術試験場
問・申…信楽窯業技術試験場
　　282-1155　582-1156
※どちらも原則予約制

2009年版県民手帳
予約受付中

　毎年御愛用いただいています、県民
手帳の2009年版の予約受付を開始しま
す。

価　格／ 1冊500円（サイズ 139㎜×82㎜）
締　切／ 9月30日(火)
※11月下旬頃お届けの予定です。

問・申…企画政策課　　　　　　
　　265-0670　563-4554

「きゅうきゅうの絵」展示会
内　 容 ／ 9月9日「救急の日」にちなん

で「きゅうきゅう」をテーマに
募集した絵画の展示

期　間／①9月9日（火）〜 17日（水）
②9月18日（木）〜 10月6日（月）

場　所／①忍の里プララ
②かふか生涯学習館

※展示会場での投票を基に入賞作品を
選考します。 

問…甲賀広域行政組合甲南消防署
286-3119　586-0719

2008人権教育連続セミナー
第8回

日　時／ 9月26日（金）19：30〜21：00
場　所／かふか生涯学習館
内　容／アジアの働く子どもと私たち

の暮らし
講　師／浜

は ま だ

田進
し ん じ

士さん
※参加費無料、手話通訳・要約筆記が

あります。

問…人権推進課
　　265-0693　563-4582

第３回甲賀市民
チャリティゴルフ大会

期　日／ 10月14日（火）
場　所／富士スタジアムゴルフ倶楽部

南コース
参加費／ 12,000円（チャリティ費、プ

レー費、参加費、食事、パー
ティー費含む）

申込方法／富士スタジアムゴルフ倶楽
部南コースに直接申込

申込締切／定員になり次第締切

問…生涯スポーツ課
286-8023　586-8380

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

　いじめ・体罰・不登校・虐待など、
子どもの人権にかかわる問題について
人権擁護委員が相談に応じます。

期　間／ 9月8日（月）〜 14日（日）
時　間／ 8：30〜19：00

（土日は10時〜17時）
電話番号／  0120-007-110
問…大津地方法務局人権擁護課
　　2077-522-4673
　　5077-522-5317

さわらびふれあいバザー
日　時／ 9月27日（土）10：00〜15：00
場　所／水口社会福祉センターホール、

駐車場
内　容／バザー、模擬店、ステージ発表
※バザーは、午前と午後２回に分けて

サザナミ記念アンサン
ブル第８回定期演奏会

日　時／ 9月28日（日）　15：00開演
場　所／碧水ホール（入場無料）
内　容／・コントラバス協奏曲
　　　　　独奏：磯

い そ べ

邉 彰
あきら

・フォークチューン＆フィド
　ルダンス
・四季より「秋」
・秋の唄メドレー　他

主催・出演／サザナミ記念アンサンブル
指揮：鈴

す ず き

木博
ひ ろ し

詞
賛助出演／オーケストラアンサンブル

つるが　他

問…碧水ホール
　　 63-2006　 63-0752

開催の予定です。バザー物品の提供
にご協力していただける方も募って
います。提供していただける方は、
下記までご連絡ください。

問…さわらび作業所
　　262-4696　562-9656
　　ワークステーション虹
　　275-1220　575-1231
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救急医療週間〈９月７日（日）〜 13 日（土）〉
病気やケガ、事故などは、病院に行くまでの応急手当を十分に施すことがその後の病気やケガの経過を左右しま
す。不測の事態に対応するために、冷静な観察と判断、正しい応急手当を身につけておきましょう。

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13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
288-4100　588-5055

みなくち子どもの森
大人のための自然講座

「夏バテに体にやさしい
飲み物はいかが！？」

日　時／ 9月21日（日）9：00〜12：00
（雨天決行）

対　象／中学生以上（定員20人）
持ち物／野外に出る服装、材料費300円
申込方法／ 9月19日（金）までに下記へ

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

みなくち子どもの森を歩こう
「自然館の化石探検」

日　時／ 9月7日（日）14：00〜（１時間程度）
集合場所／みなくち子どもの森自然館

内受付
内　容／自然館内の化石の解説。普段

は見られない部分の探検もし
ます。

参加方法／事前申込不要。但し自然館
入館料（大人200円、小中学
生100円）が必要。

問…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

障がいをお持ちの方の
ためのパソコン教室

日　時／毎週金曜日、土曜日　13：30
〜 15：30（センターの諸事情で
休みになるときもあります）

場　所／生活支援センターあかつき
費　用／無料
内　容／ワード、エクセル、メール、

インターネットの基礎
対　象／甲賀市・湖南市にお住まいの

障がい（種別は問いません）を
お持ちの方

※場合によっては自宅での受講も可
能。まずは下記までご連絡ください。

問・申…生活支援センター あかつき
　　265-4641　565-4642

あいこうか市民ホール
ロビーコンサート
第４夜：麗しの木管アンサンブル

内　容／ファゴットの大角多佳子のア
ンサンブル

日　時／ 9月19日（金）
19：00開演（18：30開場）

場　所／あいこうか市民ホールロビー
入場料／無料（100席限定）

問…あいこうか市民ホール
　　262-2626　562-2625

みなくち子どもの森
わくわく体験農場

「子どもの森収穫祭」
日　時／ 9月28日（日）9：00〜12：00
場　所／みなくち子どもの森
対　象／子ども〜大人、定員15人（先

着順）幼児は保護者同伴
持ち物／汚れてよい服装、帽子、タオ

ル、長靴、実費200円
申込方法／参加者全員のお名前（子供

は年齢か学年）・住所・電話
番号を、26日までに下記へ

問・申…みなくち子どもの森自然館
263-6712　563-0466

甲南ふれあいの館
「里山の水を生かす暮らし」展

内　容／水に関する民具、水資源を活用
した先人たちの暮らしの展示

期　間／ 9月10日（水）〜 12月7日（日）
入館料／無料
主　催／甲南ふれあいの館・民具友の会

問…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

甲南ふれあいの館
ふれあい親子陶芸教室

内　容／オリジナルの陶器の作成
日　時／ 9月20日（土）10：00 〜 12：00
定　員／ 25名(先着順)
受講料（材料費を含む）／

大人・中学生　500円
小学生以下　　400円

問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

甲南ふれあいの館
なつかしの体験教室
～水鉄砲・竹水筒つくり～

内　容／竹製の水鉄砲や古来のエコボ
トル竹水筒の制作

日　時／ 9月27日（土）10：00〜12：00
定　員／ 25名（先着順）
対　象／小学生〜大人
参加費／無料

問・申…甲南ふれあいの館
　　 / 86-7551

たけのこ児童館天体観望会
日　時／ 9月12日（金）19：30〜21：00
場　所／たけのこ児童館
内　容／満月前の月と木星の観察（雨

天の場合は、星座に関するお
話、実習）

※当日直接お越しください。

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　●9月の催し

甲賀市民スタジアム 多目的グラウンド

※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

6・7 土・日
甲賀市長杯軟式野球交流大会（甲賀市
スポーツ少年団）

13～15 土～月 第35回社会人日本選手権一次予選（野球）
28 日 秋季Ｃ級大会（軟式野球）（成年）

日 曜日 大　会　名

7 日
滋賀県大会予選大会（グラウンドゴルフ）

（甲賀市体育協会）

20 土
甲賀市長杯争奪グラウンドゴルフ
大会（甲賀市体育協会）

27 土
少年ブロックトレセン交流会（サッ
カー）（小学生）

28 日 高円宮杯（サッカー）（中学生）

市民ギャラリ－
甲賀町シルバー大学写真
クラブ作品展 

期　間／ 9月1日（月）〜30日（火）
平日の８：30 〜 17：15

場　所／土山支所１階ロビ－
内　容／写真展

問…土山支所
　　266-1101　566-1564


