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■内容：「腰の不調をリセット」
　～予防体操と生活習慣の見直しで腰痛予防～
■講師：診療所スタッフ　
■定員：20人程度
■参加費：無料
■申込方法：電話で下記まで
　（当日参加も可能です）
　　　 みなくち診療所  
　　　 TEL 62-3346　 FAX 63-1728

　　　 甲賀市観光協会  
　　　 TEL 60-2690　 FAX 60-2362

水口スポーツの森へ行こう5月

◎一般利用者のための確保日（8月分）のお知らせ　●野球場（市民スタジアム）…8月5日（土）・20日（日）  ●多目的グラウンド…8月5日（土）・20日（日）　 ●締切日…5月30日（火）  ●抽選日…6月4日（日）

●野球場（市民スタジアム） ●陸上競技場●多目的グラウンド

◆｢木工クラフト｣
　5月3日(水・祝)・
　4日（木・祝）・5日（金・祝）　
　受付時間：13:00 〜 16:00

■場所：みなくち子どもの森
■対象：「木工クラフト」｢しぜんさんぽ｣は幼児から大人まで。

｢野鳥観察入門｣は中学生以上。
その他は小学１年生以上から大人向け

■参加費：｢しぜんさんぽ｣は無料。
　その他は１人50 〜 200円
■申し込み：不要 (「しぜんさんぽ」「野鳥観察入門」は定員あり）

みなくち子どもの森自然館 
 TEL 63-6712　 FAX 63-0466水口スポーツの森

TEL FAX 62-7529

◆大人のための「野鳥観察入門」
　5月6日(土) 9:00 〜 11:00
◆｢甲賀市の化石｣（展示解説）
　5月6日(土) 14:00 〜 15:00
◆しぜんさんぽ(自然散歩)
　5月4日（木・祝）
　14:00 〜 15:00

5月 みなくち
子どもの森の催し

ゴールデンウィークのイベント

問合せ

開催日 利用予定
時間 事業・大会名

3日（水・祝） 9:00 ～
18:00

ルートインBCリーグ公式戦
（滋賀vs富山）
【プロ野球独立リーグ】

5日（金・祝）・
13日（土）・
14日（日）

8:00 ～
17:00

中部日本選抜軟式野球大会
甲賀地区予選
【小学生】

18日（木）・
19日（金）

8:00 ～
17:00

滋賀県春季総合体育大会
甲賀地区予選
【中学生】

20日（土） 7:00 ～
18:00

京滋大学野球春季リーグ戦
【大学生】

27日（土）・
28日（日）

9:00 ～
18:00

ルートインBCリーグ公式戦
（滋賀vs福井）
【プロ野球独立リーグ】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名

3日（水・祝）・
4日（木・祝）

7:00 ～
21:00

びわこ国体開催記念甲賀市長杯争奪
貴生川招待少年サッカー大会【小学生】

5日（金・祝）・
7日（日）

9:00 ～
17:00

滋賀県クラブユース選手権大会
【中学生】

11日（木） 8:00 ～
15:00

水口町春季ゲートボール大会
【成人】

13日（土） 8:00 ～
16:00

甲賀市グラウンドゴルフ大会
【成人】

17日（水） 13:00～
16:00

いきいき倶楽部
グラウンドゴルフ大会【成人】

18日（木）・
19日（金）・
21日（日）

8:00 ～
18:00

滋賀県中学校春季総合体育大会
【中学生】

20日（土）・
27日（土）

8:30 ～
17:00

春季高校総体サッカー競技
【高校生】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名

4日（木・祝） 8:00 ～
17:00

第5回50mダッシュ王
選手権IN滋賀
【県内全域】

7日（日） 9:00 ～
17:00

第19回日本フットボールリーグ
ファーストステージ第8節
【JFL加盟団体】

13日（土）・
27日（土）

9:00 ～
17:00

第52回関西サッカーリーグ
【関西リーグ加盟団体】

21日（日） 8:00 ～
12:00

日野ミニ陸上教室記録会＆練習会
【県内全域】

28日（日） 8:00 ～
17:00

滋賀県スポーツレクリエーション
陸上競技大会
【県内全域】

■日時：５月９日（火）14時～　　　  
■場所：みなくち診療所内
　　　　リハビリテーション室

■日時：5月13日（土）
　　　　10時～ 11時30分
■場所：かえで会館
■内容：デコパージュという技法で、
　オリジナルの小物入れを作ります。
■対象：市内の小学生
■定員：先着15人
■材料費：100円
■持ち物：ハンドタオル、お茶
■申込方法：電話で下記まで
■申込受付日時：4月17日（月）9時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958

「健康教室」
水口医療介護センター

小物入れを作ろう
『デコパージュでリメイク』
わくわく☆チャレンジクラブ

催し

催し

問合せ

問合せ

問合せ
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春の信楽へ出かけませんか

春のしがらき駅前
陶器市

第11回信楽作家市

■日時
　4月29日（土・祝）～
　5月7日（日）9時～ 17時
■場所
　信楽高原鐵道 信楽駅前広場
■内容
　恒例の陶器市を信楽高原鐵

道信楽駅広場で盛大に開催。
信楽高原鐵道とのコラボ企画
によるプレゼント企画等も実
施します。

　　　駅前陶商振興会事務局
　　　TEL 82-0194
問合せ

■日時
　5月2日（火）～
　5月5日（金・祝）9時～ 17時
■場所
　県立陶芸の森　太陽の広場
■内容
　信楽の作家をはじめ、県内外

から100人を超える陶芸家が
集まります。作家自らが作品
を展示販売することで、作り
手と使い手が自由に交流でき
ます。

　　　信楽作家市実行委員会
　　　TEL 82-3153
問合せ

■日時：4月30日（日）14時開演
■場所：あいこうか市民ホール
■内容
　第1部　音楽と朗読によるチャイコフス 
 キーのバレエ
 音楽『白鳥の湖』
　第2部　みんなで歌おう!
 アニメ・ソング
　第3部　創作音楽劇
 ～寿限無・じゅげむ～
■入場料：一般1,000円
 中学生以下　500円
 （当日は各200円増）
　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館） 
　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625

ピアノを贈ろう!
コンサートVol.8
〜私の青空〜

催し

問合せ

■日時：4月22日（土）
　　　  19時30分～ 21時30分
■場所：かふか生涯学習館
■内容：木星、春の星座などの観望
■申込方法：電話で下記まで
■定員：先着20人
■申込締切：4月21日（金）
※天候不良、申込者少数の場合は中止します。

　　　 かふか生涯学習館  
　　　 TEL 88-4100　 FAX 88-5055

夜
よ ぞ ら

空旅
た び と

人
（天体観望会）
「木星とガリレオ衛星」

催し

問合せ
申込み

　地域の歴史や魅力を知り、当地を訪れ
たお客さんにその魅力を発信する喜びを
学びます（観光ボランティアガイドの養成/
スキルアップ研修会も兼ねています）。
■日時：4月23日（日）
　　　  13時30分～ 15時30分
■場所：東海道伝馬館
■参加費：無料　※申込不要

地域の歴史に
親しむ集い
〜土山宿編〜

催し

問合せ

■日時：4月23日（日）
 13時30分～ 16時
■場所：甲賀市役所　新庁舎
 （甲賀市水口町水口6053番地）
■内容：順路に沿った新庁舎
　１～５階の見学
■その他：申込不要、新庁舎へ直接

お越しください。
　　　 公有財産管理課
　　　 庁舎整備室 
　　　 TEL 65-0661　 FAX 63-4561

新庁舎
見学会を開催

問合せ




