
■日時：�5月25日（木）19時～ 21時
■場所：�市役所水口庁舎3階� �

会議室301
■内容：市民団体と市との協働事業の取
り組み（平成28年度実施分）を発表
※申込不要
　　　 地域コミュニティ推進課 
　　　 地域コミュニティ推進係
　　　 TEL 69-2113　 FAX 63-4554

問合せ

市民協働事業
成果発表会

催し

〜動脈硬化とは〜
第60回公立甲賀病院
健康講座

催し

■日時：�５月20日（土）14時～15時30分頃
■場所：公立甲賀病院 診療棟２階講堂� �
（水口町松尾1256番地）
■内容：動脈硬化について
■講師：循環器内科部長　髙

たか

山
やま

智
とも

行
ゆき

医師
■対象：地域住民の皆さん、医療従事者、
ご興味をお持ちの方
■定員：120人
■受講料：無料
■申込方法：電話・ＦＡＸ・直接下記まで
　　　 公立甲賀病院 地域医療連携部
　　　  TEL 62-0234㈹　 FAX 62-5273
問合せ
申込み

催し市長と語ろう！
「子育て世代応援」オール甲賀の座談会
　市民の皆さんのご意見を、今後のまちづくりに生かすため、市長が提案する
テーマについて、市民の皆さんと市長が語り合う座談会を開催します。
　今回のテーマは、「子育て世代応援」です。
■日時：�５月17日（水）9時30分～11時
■場所：�子育て世代包括支援センター｢ここも～り」（甲賀町大久保507番地２）
■対象：子育て中の保護者、子育て支援を実践されている方
■参加費：無料・申込不要
※当日、直接会場へお越しください。
　　　�広報課 シティセールス推進室 
　　　 TEL 69-2101　 FAX 63-4619
問合せ

P I C K U P

募集市長と語ろう！
市民の声でつくる「甲賀のまちづくり」座談会
　市民の皆さんのご意見を、今後のまちづくりに生かすため、市長と市政につ
いて語り合う団体を募集します。
■対象団体：�市内に在住、在職および在学する概ね5人以上15人以下の参

加が見込まれる団体（営利目的、宗教・思想・政治活動等の
目的で開催しようとする団体は除く）。

■場所：�原則、市内の会場。会場の予約や準備は開催団体が行ってください。
■テーマ：�市政に関することで、市長と直接話し合いたいテーマを団体でお

決めください。
■申込：�開催希望申込書に所定の事項を記入し、開催を希望する月の前月

10日まで（土・日・祝日の場合は前開庁日まで）に、持参、郵送、
ＦＡＸまたはEメールで下記まで申し込みください。審査後、決定ま
たは非決定の通知を送付します。� �
※�申込書は市ホームページからダウンロードまたは各地域市民セン
ターに設置

　　　�広報課 シティセールス推進室 〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地 
　　　 Ｅメール koka10040400@city.koka.lg.jp  TEL 69-2101  FAX 63-4619
問合せ
申込み

P I C K U P

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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水口スポーツの森へ行こう6月

◎年間予約に供しない一般利用者のための確保日（9月分）のお知らせ　●野球場（市民スタジアム）…9月2日（土）  ●多目的グラウンド…9月2日（土）

●野球場（市民スタジアム） ●多目的グラウンド

水口スポーツの森　TEL / FAX 62-7529問合せ

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

4日（日）・
11日（日）・
25日（日）

8:30 〜
16:00

甲賀市民球技大会　１部
【成人】

10日（土） 8:30 〜
17:00

日本選手権滋賀県予選
【中学生】

17日（土） 8:30 〜
17:00

近畿少年軟式野球大会
甲賀地区予選
【小学生】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

10日（土） 8:30 〜
17:00

甲賀市民球技大会（グラウンドゴルフ）
【成人】

11日（日）・
25日（日）

9:00 〜
17:00

高円宮杯U-18滋賀県リーグ
【高校生】

17日（土） 8:30 〜
17:00

甲賀市U-12リーグ8人制サッカー
【小学生】

24日（土） 9:00 〜
17:00

高円宮杯U-15
サッカーリーグ2017滋賀
【中学生】
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■日時：�第1回　６月17日（土）� �
13時30分～ 15時30分� �
６･７･９･10･11月の第３土曜日
に開催予定（全５回）

■場所：土山歴史民俗資料館会議室
■内容：身近な史料から古文書の基本的
な形態と地域の歴史を学習します。
■講師：伊

い

藤
とう

誠
まさ

之
ゆき

（甲賀市資料調査員）
■参加費：1,000円（全５回分）
■定員：先着25人
■申込方法：電話かFAXで下記まで
■申込締切：６月３日（土）
　　　 土山歴史民俗資料館
　　　（月火休館・10時～ 17時）
　　　 TEL 66-1056　
　　　 FAX 66-1067

問合せ
申込み

〜古文書の基本を学ぼう〜
古文書講座

募集

第２回人権教育
連続セミナー

催し

■日時：�６月24日（土）19時30分～ 21時
10分（受付19時～）

■場所：かふか生涯学習館
■内容：講演「続『人はどうして暴力を振る
うのか』～家族のなかの暴力を考える～」
■講師：中

なかむらただし

村正さん（立命館大学大学院
応用人間科学研究科　教授）

■参加費：無料
■申込方法：託児（先着15人）のみ要申込
■その他：手話通訳・要約筆記あり
　　　 人権推進課 人権教育室  
　　　 TEL 70-0022　 FAX 70-3016
問合せ
申込み

「健康教室」
〜放射線の話〜
水口医療介護センター

催し

■日時：�６月13日（火）14時～
■場所：�みなくち診療所� �

リハビリテーション室
■内容：「放射線とは？」�～へぇー、そうな
んだ。暮らしにかかわる放射線の話～
■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
問合せ
申込み

　視覚障がい者の方に広報等の情報を提
供するための基礎を学び、活動してもらう
音訳ボランティア養成講座の受講生を募
集します。
■講座日時：6月10･24日、7月8･22･29
日（土）13時～ 15時　※7月29日のみ
10時～ 12時（全5回）

■場所：水口社会福祉センター
■申込締切：5月31日（水）
■対象：市内在住の方で、受講後「音訳
ボランティア」として長く活動できる方
■定員：20人
■受講料：無料
■応募方法：応募用紙をＦＡＸまたは電話
で下記まで

※�応募用紙は社会福祉協議会の各地域福
祉活動センター、市役所の各地域市民
センター・各図書館に設置

　　　 甲賀市社会福祉協議会
　　　 TEL 65-6370
　　　 FAX 63-4823

問合せ
申込み

音訳ボランティア
養成講座

募集『野菜でスイーツ作り』
わくわく☆チャレンジクラブ

催し

■日時：�6月10日（土）10時～ 11時30分
■場所：かえで会館
■内容：ニンジンを使ったケーキを作ります。
■対象：市内の小学生（１・２年生は保護
者同伴）

■定員：先着12人
■材料費：200円
■持ち物：エプロン・三角巾・マスク・
上靴・タオル・お茶

■申込方法：電話で下記まで
■申込受付日時：５月15日（月）９時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　
　　　 FAX 86-4958

問合せ
申込み

「広報こうか」が、ホームページでもご覧いただけます
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●陸上競技場

■場所：みなくち子どもの森、自然館
■対象：�｢しぜんさんぽ｣は幼児から大人まで。
■参加費：�｢しぜんさんぽ｣は無料。� �

自然館は入館料が必要（大人200円、小・中学生100円）
■申し込み：不要（「しぜんさんぽ」は定員あり）

◆しぜんさんぽ（自然散歩）
　6月18日（日）14:00〜 15:00
◆甲賀市の花「ササユリ」週間
　6月10日（土）〜18日（日）
　期間中に自然館を見学された方に、
ササユリ生態に関する資料をお配りし
ます（お子様にはカード）。
◆�金緑色に光る森の蝶「ミドリシジミ」展
　6月10日（土）〜9月3日（日）
　梅雨時から夏頃に市内の森の樹上
を飛びまわる蝶「ミドリシジミ」を展
示・解説します。

6月 みなくち
子どもの森の催し

みなくち子どもの森自然館 
 TEL 63-6712　 FAX 63-0466

問合せ

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

4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12節
【JFL加盟団体】

11日（日） 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】

●締切日…6月27日（火）  ●抽選日…7月2日（日）
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