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「はかり」の種類と
数の調査を実施

　計量法にもとづき、９月下旬に「は
かり」の定期検査が予定されています。
これに先立ち、市内の「はかり」を調査
します。対象となる「はかり」をお使い
の方で今回初めて検査を受けられる方
は、下記までお申し出ください。
申込締切／ 8 月 22 日（金）
対　象／①商品や生産物の取引に使用

しているはかり（薬局を含む）
②公共機関、病院、事務所な
どで計量の証明に使用してい
るはかり

問・申…商工観光課 商工観光担当
　　 65-0708　 63-4087

家電困りごと相談センター
デジタル110番を開設

　滋賀県電気商業組合では、地上デ
ジタルテレビ放送への円滑な切り
替えを推進するため、家電困りご
と相談センター「デジタル110番」
（TEL0570-010186、 携 帯 か ら は
077-581-8980）を開設しました。
内　容／地上デジタル放送受信機の設

置、操作及び家電製品に関す
る相談

費　用／訪問での相談は有料

問…滋賀県電器商業組合事務局
　　 077-581-8980

情報政策課　情報化推進係
　　 65-0674　 63-4559

７月は「愛の血液助け合
い運動」月間です

　血液は人工的に作ることができず、
長い期間にわたって保存することもで
きません。皆さんのご協力が患者さん
の生命を守ります。献血へのご協力を
よろしくお願いします。

問…滋賀県赤十字血液センター
　　 077-564-6311

保健介護課　健康支援担当
　　 65-0703　 63-4085

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7月
31日までの方には、更新申請書を６
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、7月31日(木)
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

法　律　相　談
日　時／ 8月6日（水）13：00〜16：00
場　所／かふか生涯学習館
※7月23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

夏の交通安全県民運動
実施期間／ 7月15日（火）〜24日（木）
運動の重点／

・子どもと高齢者の交通事故防止
・飲酒、暴走等悪質・危険運転の根絶
・全ての座席でのシートベルトと

チャイルドシートの正しい着用の
徹底

問…県土木交通部交通政策課
　　 077-528-3682

生活環境課　生活交通担当
　　 65-0686　 63-4582

看護職員合同就職説明会
実施期間／ 7月19日（土）13：00〜15：30
場　所／コラボしが21　３階会議室
対　象／平成21年３月に看護学校を

卒業見込みの看護学生（20年
度既卒者可）

内　容／採用予定のある県内病院によ
る勤務条件等の説明、学生と
直接面談

※参加無料、申込不要

問…滋賀県ナースセンター
　　 077-564-9494
　　 077-562-8998

公立甲賀病院組合職員
採用試験

試 験 区 分 ／臨床検査技師２名、臨床工
学技師１名

受験資格／学歴不問、試験区分ごとに
臨床検査技師の免許を有する
者（昭和58年４月２日〜昭和
62年４月１日生）、又は平成
21年度初めまでに同免許取
得見込の者（昭和60年４月２
日〜昭和63年４月１日生）、
臨床工学技師の免許を有する
者（昭和59年４月２日〜昭和
62年４月１日生）

受付期間／７月22日（火）まで
試験日時／７月24日（木）10：00〜
試験場所／公立甲賀病院

問・申…公立甲賀病院管理課人事
　　　　給与係
　　 62-0234　 63-0588

宅地販売開始
寺庄駅周辺土地区画整理地内

現地説明／ 7月19日（土）〜21日（月）
申込受付／ 7月19日（土）〜8月1日（金）
※申込多数の場合は抽選
抽選日／８月２日（土）10：00〜

問・申…甲南町寺庄駅周辺土地区
画整理組合

　　（甲南町寺庄611番地）
　　 / 86-7667

（平日9：00〜16：30）

お詫びと訂正
　７月１日号16ページ企業内同和問題啓発強調月間で誤りがありました。
お詫びして訂正します。
人権標語　最優秀作品

○誤  「やめようよ、未来地球の温暖化　進めよう、みんなで心の温暖化」
○正  「止めようよ、未来地球の温暖化　進めよう、みんなで心の温暖化」



14広報あいこうか2008.7.15

自　衛　官　募　集

問・申…自衛隊滋賀地方協力本部 草津地域事務所  / 077-563-8205

　　自衛隊受験説明（随時個別に説明）
日　時／ 7月21日（月）〜9月22日（月）10：00〜18：00
場　所／自衛隊草津地域事務所（草津市西渋川 1-3-25）

　　滋賀県出身の現役パイロット員による受験説明会
日　時／ 7月27日（日）10：00〜11：50
場　所／陸上自衛隊大津駐屯地（大津市際川 1-1-1）

募集種目 受験資格 受付期間 試験日

航空学生 高卒（見込含）〜
21歳未満の者 ８月１日（金）〜

９月10日（水）

１次 ９月23日（火）
２次 10月18日（土）〜23日（木）
３次 11月15日（土）〜12月12日（金）

一般曹候補生

18歳以上
27歳未満の者

１次 ９月20日（土）
２次 10月11日（土）

２等陸海空士（男）
（任期制自衛官）

８月１日（金）〜
９月26日（金）

９月27日（土）・29日（月）

２等陸海空士（女）
（任期制自衛官）

８月１日（金）〜
９月10日（水）

９月28日（日）

平成21年（2009年）
成人式実行委員募集

内　容／成人式（平成21年1月開催予
定）の企画・運営

募集対象／昭 和63年 ４ 月 ２ 日 か ら
平 成 元 年 ４ 月 １ 日 生 ま れ
で、 月 に １ 回 程 度 行 う 実
行 委 員 会 お よ び リ ハ ー サ
ル・ 成 人 式 当 日 に 出 席 で
きる方

募集人数／ 15 名程度
募集期限／８月５日（火）

問・申…生涯学習課 青少年対策室
　　 86-8022　 86-8380

夏休み体験講座「地域を
知ろう!!」参加者募集

日　時／ 8月20日（水）
9：00〜16：00頃

集合場所・時間／
市役所甲南庁舎前　8：20
市役所信楽支所前　8：45

（いずれか選択）
対　象／市内小学校４〜６年生
募集人数／ 30名（応募多数の場合は抽選）
内　容／焼物工房見学、牧場見学（搾

乳体験を予定）、城址見学、
木工体験、資料館見学

参加費／木工体験材料費　250 円
※持ち物など詳しくは小学校を通じて
配布の募集チラシをご覧ください。

問・申…生涯学習課
　　 86-8021　 86-8380

子育て講座
「親子がともに育つコミュ
ニケーション術〜コーチ
ングの視点を子育てに〜」

日　時／ 7 月 27 日（日）13：30 〜 16：00
場　所／サントピア水口
内　容／コーチングというコミュニケー

ション術を体験しながら、「聴
く」ことの大切さを学びます。

講　師／中
なか

尾
お

文
ふみ

男
お

氏
（ジャパン・エンカレッジ・
コミュニケーション代表）

参加費／無料
託　児／有（先着 10 名、要申込、費用

１人 300 円）

問・申…育児ひろばアプリコット（鹿田）
　　 090-1143-4307

第２回エコライフ講座
野洲川自然教室
「野洲川で遊ぼ！」

日　時／ 8月3日（日）9：30 〜 15：30
（雨天の場合８月30日（土）に
延期）

場　所／水口橋左岸河川敷（衛生セン
ター前方）

内　容／人工プールでニジマス手づか
み、飯ごう炊飯でかやくご飯、
一日水族館、水鉄砲づくりなど

対　象／小学生とその保護者（先着
20 組）

参加費／１人 300 円（軽食・ドリン
ク実費分、当日徴収）

申込締切／ 7 月 30 日（水）

問・申…平井　 / 62-3651
生活環境課　環境政策担当

　　 65-0692　 63-4582

日本語指導者養成講座
受講者募集

　初　　級
日　時／ 7月27日（日）13：00〜16：00
場　所／自主活動センターきずな

2階会議室
講　師／中

なかがわ

川良
よ し お

雄 氏 ( 京都外国語大
学日本語学科教授 )

受講料／
甲賀市国際交流協会会員　　無料
非会員　　　　　　　　 1,000円

　中　　級
日　時／ 8月23日（土）13：00〜16：00
場　所／自主活動センターきずな

2階会議室
講　師／鎌

か ま だ

田 修
おさむ

 氏 ( 南山大学人文学
部日本文化学科教授 )

受講料／
甲賀市国際交流協会会員　　無料
非会員　　　　　　　　 1,000円

問・申…甲賀市国際交流協会
　　 / 63-8728

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〉
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天体観望会（夜空旅人）
「夏の夜空に輝く七夕星」

日　時／ 7月26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

みなくち子どもの森
夏休みショートコース
（７月後半分）

7/19（土） 星座早見板づくりと星座解説
材料費／ 100円

7/20（日） 葉や花でつくる壁かけ
材料費／ 100円

7/21（祝） 小鳥のキーホルダー
材料費／ 100円

7/26（土） 紙粘土で昆虫作り
材料費／ 100円

7/27（日） 折り紙でゾウの森を作ろう
材料費／ 50円

時　間／各回とも 14 時〜（1 時間程度）
申　込／事前申込不要
定　員／ 30 名（開始 15 分前から受付）
※材料費以外に自然館入館料
　（大人200円、小中学生100円）が必要

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

みなくち子どもの森自然館
特別展「ゾウが歩いた甲
賀の大地〜化石からわか
ること〜」

期　間／7月16日（水）〜9月23日（火・
祝）9：00 〜 16：30

場　所／みなくち子どもの森自然館
入館料／大人 200 円、小中学生 100 円
休園日／月曜日（7/21、9/15 は開館）、

祝日の翌日

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

みなくち子どもの森
しぜん学習会
「昆虫採集と標本づくり！」

日　時／ 8月3日（日）10：00 〜 15：00
場　所／みなくち子どもの森
対　象／子ども（小学生以上）〜大人
定　員／ 15 名（先着順）
持ち物／参加費 100 円、野外に出る

服装・帽子、弁当・水筒
申込方法／参加者全員の氏名・住所・

電話番号・子どもは年齢か学
年を、8 月 1 日（金）までに下
記へ

問・申…みなくち子どもの森自然館
　　 63-6712　 63-0466

7 月は「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」
なくそう非行　地域で育む青少年　／　青少年　地域で守ろう　育てよう

親子プレイステーション事業　〜8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。どの地区にも参加していただけます。
※講座のくわ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

●   5日（火）水口中央公民館
世代間交流　「水口囃子に親しもう」

問…生涯学習課
86-8022　 86-8380

子育て広場
おしゃべりサロンおしゃべりサロン

子育て広場（水口）（水口）

開催時間　10：00 〜 12：00

●   8日（金）信楽中央公民館
　浴衣の着付けを学ぼう

問…信楽中央公民館
82-8075　 82-2463

スマイルキッズ（信楽）（信楽）スマイルキッズ

ホッとスペース（甲賀）（甲賀）

開催時間　10：00 〜 12：00
●   7日（木）佐山荘

読み聞かせ・わらべうたあそび
● 28日（木）上野教育集会所

読み聞かせ・わらべうたあそび
問…かふか生涯学習館

88-4100　 88-5055

ホッとスペース

開催時間　11：00 〜 12：00
●   5日（火）かえで会館

交流会：寺庄文庫のお兄さん
お姉さん（小学生）と遊ぼう！

定員／20組（要申込）
問・申…かえで会館

86-4363　 86-4958

かえで子育て広場かえで子育て広場

 開催時間　10：00 〜 12：00

●   4日（月）
「子育てについて」（意見交換）
「折り紙遊び」申込不要

● 22日（金）にんくる児童館
「生活習慣について」（講話）
「ショルダーバッグ作り」

持ち物／ティッシュペーパーの箱
定　員／20組（要申込・先着順）

　問・申…にんくる児童館
88-5692　 88-5696

にんくる子育て広場（甲賀）（甲賀）にんくる子育て広場

● 27日（水）碧水ホール
「子育てに音楽を」
民族楽器ガムラン体験
①10：00〜11：00
②11：00〜12：00

　　（要申込・各先着15組）
問・申…生涯学習課

86-8022　 86-8380

おしゃべりサロン
子育て広場子育て広場（水口）

スマイルキッズ（信楽）スマイルキッズ

合 

同


