
甲賀市体育協会第13回市民球技大会 催し

　スポーツの振興と、健康増進・競技力向上のため、体育協会加盟団体による球技大
会を開催します。

日　程 種　目 会　場 対　象
� 6月25日（日） バウンドテニス 土山体育館

市内に在住、在勤、
在学している方
※�競技方法・参加
費・申込方法は、
各種目別に異な
りますので、下記
までお問い合わ
せください。

� 7月� 9日（日） ソフトテニス 甲賀中央公園
� 8月20日（日） ゲートボール 甲賀上野ドーム

� 8月27日（日）
バドミントン 甲賀中央公園体育館
サッカー 水口スポーツの森

バスケットボール 水口体育館
� 9月10日（日） ソフトボール 土山グラウンド
� 9月24日（日） ターゲット・バードゴルフ 甲南中央運動公園
10月� 8日（日） 卓球 土山体育館
� 1月28日（日） バレーボール 水口体育館
※開催日程の変更時は、甲賀市体育協会のホームページでお知らせします。
　　　 甲賀市体育協会事務局  
　　　 TEL 86-2343　 FAX 86-2443
問合せ
申込み 「英語とふれあう料理教室」

わくわく☆チャレンジ  
クラブ

催し

■日時：�7月15日（土）9時30分～11時30分
■場所：かえで会館
■内容：�市内在住のオーストラリア人の方

に、簡単な英語を使って、クッキー
作りを教えていただきます。

■対象：�市内の小学５・６年生、中学１年生
■定員：先着10人
■参加費：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：6月15日（木）9時～
　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958
問合せ
申込み

地域の歴史に親しむ
集い〜信楽編〜

催し

■日時：�6月24日（土）13時20分� �
信楽高原鐵道紫香楽宮跡駅集合

■場所：飯道神社
■内容：地域の歴史や魅力を学びながら、
来訪された方にその魅力を発信する喜
びも学びます。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。
■対象：どなたでも
■参加費：無料
■申込：不要
　　　 甲賀市観光協会  
　　　 TEL 60-2690　 FAX 60-2362
問合せ

「健康教室」  
〜健康レクレーション〜  
水口医療介護センター

催し

■日時：7月11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：「生き生き健康レクレーション」� �
　～いつまでも楽しく元気でいられるために～
■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）
　　　 みなくち診療所  
　　　 TEL 62-3346　 FAX 63-1728
問合せ
申込み

お知らせ
P I C K U P

地域での清掃活動にご参加を
７月１日は「びわ湖の日」

　7月1日の「びわ湖の日」を基準日と
して、6月25日（日）から7月9日（日）
にかけて、県民総参加で環境美化
活動が展開されます。
　なお、毎年7月第1日曜日に実施し
ていました水口スポーツの森の一斉
清掃は行いませんので、地域で実施
されます清掃活動へのご参加をよろ
しくお願いします。
　　　 生活環境課   
　　　 廃棄物対策係  
　　　 TEL 69-2145　  
　　　 FAX 63-4582

問合せ

「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7月

◎年間予約に供しない一般利用者のための確保日（10月分）のお知らせ
　●野球場（市民スタジアム）…10月1日（日）  ●多目的グラウンド…10月14日（土）・22日（日）
　●締切日…8月1日（火）  ●抽選日…8月6日（日）

●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

9日（日） 8:30 〜
16:00

甲賀市民球技大会　１部
【成人】

21日（金）〜
24日（月）・
26日（水） 8:30 〜

17:00

滋賀県夏季総合体育大会
【中学生】

29日(土）・
30日(日）

第3回近畿クラブ会長杯予選
【社会人】

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

2日(日） 9:00 〜
17:00 関西サンライズリーグ【中学生】

8日(土） 8:30 〜
17:00

第１回甲賀市・湖南市交流グラウンドゴルフ大会
【成人】

9日(日） 9:00 〜
17:00

高円宮杯U-15サッカーリーグ2017滋賀
【中学生】

15日(土） 高円宮杯U-18滋賀県リーグ【高校生】
21日(金）・
22日(土）

8:30 〜
18:00 第4ブロック中体連夏季総体【中学生】

24日（月）〜
27日(木）

8:30 〜
17:00 U-15女子サッカー全国大会【中学生】

29日（土）・
30日(日）

9:00 〜
17:00 BIWAKOフェスタ【中学生】
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〜魚つかみや川遊びで
夏休みを満喫しよう〜
ひとり親家庭ふれあい交流事業

催し

■日時：�7月29日（土）9時～ 15時
■場所：�黒滝遊魚場（土山町黒滝466番地）

※バス送迎あり
■内容：�魚つかみ・川遊び等で子どもたち

と一緒に楽しみながら情報交換
しませんか。

■対象：ひとり親家庭の親子
■定員：12組
■参加費：�大人500円　小学生以上300

円、小学生未満無料
■申込締切：�7月12日（水）
　　　 甲南子育て支援センター  
　　　 TEL・ FAX 86-0949
問合せ
申込み

オーケストラによる
ドリームコンサート
〜ジブリの思い出がいっぱい！〜

催し

■日時：�7月16日（日）� �
14時開演（13時30分時開場）

■場所：あいの土山文化ホール
■内容：となりのトトロ、天空の城ラピュタ
など、有名なジブリ作品の中から、心に
響く名曲をオーケストラ演奏でお届けし
ます。
■入場料：一般3,000円、18歳以下また
は65歳以上2,500円（当日は各500円増）
　※�全席指定席、3歳未満無料（座席が必
要な場合は有料）

■プレイガイド：あいの土山文化ホール、
あいこうか市民ホール、忍の里プララ、
アル・プラザ水口　他

　　　 あいの土山文化ホール（月曜休館） 
　　　 TEL 66-1602　 FAX 66-1603
問合せ
申込み

■募集期間：�6月15日（木）～ 26日（月）
■申込方法：募集案内や申込書は、6月
15日から下記で配布します。また、市
ホームページでもご覧いただけます。

　　　住宅建築課 公営住宅係  
 　　   TEL 69-2212　 FAX 63-4601
問合せ
申込み

市営住宅の入居者 募集

■募集期間：�6月15日（木）～ 26日（月）
■募集件数：�7件（応募者多数の場合は抽選）
■対象：�民間の賃貸住宅入居者で市営住

宅入居基準等を満たす方
■申込方法：募集案内や申込書は、６月
15日から下記で配布します。※詳細は、
市ホームページをご覧ください。

　　　住宅建築課 公営住宅係
 　　   TEL 69-2212　 FAX 63-4601
問合せ
申込み

民間賃貸住宅入居者へ
〜最大２万円を家賃補助〜

募集

　市内外の先進地を視察し自らのまちづく
りの実践活動に生かしてもらう、� �
テーマ型の連続講座です。

こうかのまちを好きになる！
もっと好きになる！！
わいわい甲賀楽

が っ

交
こ う

講座
〜『私もできる まちづくりＪＵＫＵ』〜

募集

■日時・視察先
第1回　7月15日（土）10時～� �
　�開講式→五個荘まちづくり協議会
第2回　8月19日（土）9時～� �
　伊賀市丸柱地区まちづくり協議会
第3回　9月30日（土）9時30分～� �
　奥永源寺渓流の里　�
第4回　10月7日（土）12時～� �
　大津市晴嵐学区 NPO法人「CASN」
第5回　11月18日（土）9時～� �
　妓王まちづくり協議会→閉講式
※��視察先の都合により変更の場合あり
■対象：市内在住、在学、在勤の方
■定員：先着15人
■参加費：5回3,000円（第1回に持参。
別途、昼食代が必要）

■申込締切：７月７日（金）
■申込方法：お近くの各地域市民センター
へお申し込みいただくか、電話で下記�
まで。

※詳しくは市ホームページをご覧ください。
　　　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
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：�①⑤⑥は幼児から大人まで（⑤は５歳以上）。②は小学3年生� �

以上、④は小学4年生以上、その他は小学1年生以上。
■参加費：�①は無料。それ以外は1人100～ 600円
■申込み：②～⑦は7月1日(土)から申込開始。①は申込不要（定員あり）

①しぜんさんぽ（自然散歩）
　7月16日（日）14:00～ 15:00
②�連続講座「昆虫」〈昆虫の観察・採集・標本作製・分類〉
　�7月15日（土）、7月16日（日）、8月20日
（日）、11月26日（日）。7月の2回は10:00
～15:00、8月と11月は9:30～12:00
③�自然を切り絵にしてみよう植物編１〈初級〉
　7月17日（月・祝）10:00～ 12:00
④自然を切り絵にしてみよう植物編２〈中級〉
　7月17日（月・祝）14:00～ 16:00
⑤木のクラフト「キツツキ」
　7月23日（日）14:00～ 16:00
⑥森の夏のおはなし会
　7月30日（日）10:00～ 12:00
⑦化石のレプリカづくり� �
　7月30日（日）14:00～ 15:00

7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
申込み

開催日 利用予定
時間 事業・大会名等

9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】

15日(土） 8:30 〜
13:00

第4ブロック中体連チャレンジ記録会
【中学生】

24日(月）〜
27日(木）

8:30 〜
17:00

U-15女子サッカー全国大会
【中学生】
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