
遊びの広場「たんぽぽ」 〜学校法人森島学園〜　 催し

　学校法人森島学園（甲南幼稚園・貴生

川認定こども園）では、未就園のお子さん

と保護者を対象にした遊びの広場「たんぽ

ぽ」を毎月１回開催しています。お子さん

の遊びや学びのお手伝いをするだけでな

く、保護者の方向けに子育て支援に関す

る講義も行っています。

■次回開催日：  

　甲南幼稚園  

　　９月６日（水）10時～ 11時

　貴生川認定こども園  

　　８月23日（水）10時～ 11時

■内容：  

　甲南幼稚園  

　　『色を塗って楽しくあそぼう』

　貴生川認定こども園  

　　【保護者】教育講座  

　　　　　　『保育園・幼稚園について』  

　　【子ども】『楽しくあそぼう』

■対象：未就園のお子さんと保護者

※申込不要

　　　 甲南幼稚園  
　　　 TEL 86-8088  
　　　  ホームページ：http://www.eonet.

ne.jp/~kounanyouchien/  
 Facebook：https://www.facebook.
com/kounanyouchien

　　　 貴生川認定こども園  
　　　 TEL 62-8188

問合せ

動いてすっきり血流改善教室 催し

■日時： 9月5日（火）、10月25日（水）  

9時30分～11時30分（受付9時）  

※両日同内容

■場所： 碧水ホール

■内容： 手軽な運動実技、生活習慣病・

栄養に関する基礎知識等

■対象： 16 ～ 64歳の方

■定員： 各日30人  

託児（0 ～ 3歳未満の未就園児）

あり、先着10人

■参加費： 無料

■持ち物： 筆記用具、タオル、水分補給

できるもの　※動きやすい服

装・運動靴でお越しください。

■申込方法： 参加希望日の１週間前までに

電話またはFAXで下記まで

　　　 すこやか支援課 健康増進係  
　　　 TEL 69-2168　 FAX 63-4085

問合せ

申込み

『家族でパッククッキング』
わくわく☆チャレンジクラブ

催し

■日時：９月9日（土）10時～ 12時

■場所：かえで会館

■内容： 災害時にも役立つ、ビニール袋

を使った調理法でカレーライスを

作ります。

■対象： 市内の小学生と保護者  

（保護者の同伴が必要）

■定員： 先着12組

■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： ８月18日（金）9時～

　　　 かえで会館  
　　　 TEL 86-4363　 FAX 86-4958

問合せ

申込み

「健康教室」
水口医療介護センター

催し

■日時： ９月12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： 健康寿命を延ばそう  

～早期発見から予防まで～  

健康診断を受けましょう！

■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

夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人
（天体観望会）

催し

「月の撮影会」

■日時： ①９月２日（土）  

②９月30日（土）  

19時30分～ 21時

■場所： かふか生涯学習館

■内容： 天体の観測と月の撮影体験  

※ スマートフォン、デジタルカメ

ラなどをお持ちください。ただ

し、一部ご使用いただけない

機種があります。

■定員： 各先着20人

■申込方法： 電話で下記まで

■申込締切： 8月29日（火）

※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

問合せ

申込み
在宅ワーク
入門セミナー

催し

■日時：9月22日（金）10時～ 12時

■場所： あいこうか市民ホール　展示室

■内容： 講義、パネルディスカッション、

グループ相談会（希望者のみ）

■対象： 在宅ワークに興味がある女性

■定員： 先着50人  

※定員になり次第締切

■参加費： 無料

■託児： 無料（先着20人。6カ月以上就

学前。申し込みは１週間前まで）

　　　 株式会社 キャリア・マム  

　　　 （委託元：滋賀県庁女性活躍推進課） 

　　　  TEL 0120-900-657  

【受付時間9時～ 17時（土日祝除く）】

問合せ

申込み

　直売所の人気商品である果樹の出荷を

めざした栽培研修会を開催します。

■日時： ①８月29日（火）  

②９月21日（木）  

ＪＡこうか本所駐車場13時出発

■場所： 県農業技術振興センター（栗東

市）花・果樹研究部

■内容： 技術的な指導・収穫時の見学  

①ブドウ根域制限栽培  

②ナシ低樹高栽培

■参加費： 無料

■申込方法： 電話で下記まで

■申込締切： ①８月22日（火）  

②９月14日（木）

　　　 農業振興課 農産係  
 　　　TEL 69-2193　 FAX 63-4592

問合せ

申込み

ブドウ・ナシ栽培研修会 募集

■日時： 9月5日～10月10日の毎週火曜日、

13時30分～ 14時30分（全6回）

■場所： 甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター　  

トレーニングハウス

■内容： トレーニングマシンを使って、運

動します。

■対象： 健康管理のために運動をしたい

方、運動不足を解消したい方

■定員： 先着６人

■参加費： 1,500円（保険料含む）

■申込締切： 8月29日（火）

　　　 甲南Ｂ＆Ｇ海洋センター  
　　　 TEL 86-6971　 FAX 86-6984

問合せ

申込み

〜めざせシェイプアップ〜
脂肪燃焼教室

募集

■日時： ９月20日（水）～ 29日（金）  

10時～ 16時（土日以外８日間）

■場所： シルバー連合会事務所（大津市）他

■内容： 県内の特産品について学びます

（バスでの事業所見学もあり）。

■対象： 55歳以上の県内在住者

■定員： 15人（受講者選考面接あり）

■参加費： 無料（交通費、昼食代は自己負担）

■申込締切： ９月８日（金）

　　　滋賀県シルバー人材センター連合会 
 　　   TEL 077-525-4128

問合せ

申込み

滋賀県シルバー人材  
センター連合会シニア対象

「地場産品販売スタッフ講習」

募集ロビーコンサート第３回

西
に し

村
む ら

有
ゆ

香
か

里
り

カルテット

催し

■日時：９月３日（日）18時開演

■場所：あいこうか市民ホールロビー

■入場料（飲物付）： 前売1,000円 

当日1,200円

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館） 

　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ

　市では、市役所の業務・手続きなどの行

政情報や、観光スポットなどの地域情報を

掲載した「甲賀市暮らしの便利帳」を来年１

月に発行する予定です。

　この冊子は、広告収入を発行経費に充て

るもので、市が情報を提供し、（株）サイネッ

クスが印刷・製本・配布と広告募集を行い、

市内各戸に配布します。

　８月中旬から、（株）サイネックスが広告

募集のため市内事業所を訪問しますので、

ご理解とご協力をお願いします。広告掲

載の申し込みについては、（株）サイネックス

（TEL075‒315‒0085）までお問い合わせ

ください。

　　　 広報課 広報広聴係

　　　 TEL 69-2101　 FAX 63-4619
問合せ

「甲賀市暮らしの便利帳」
広告スポンサー

募集

「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9月

◎年間予約に供しない一般利用者のための確保日（12月分）のお知らせ　

　●野球場（市民スタジアム）…12月2日（土）・17日（日）  

　●多目的グラウンド…12月2日（土）・17日（日）

　●締切日…9月26日（火）　●抽選日…10月1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

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（土）・
11日(月）

8:30 ～
18:00

京滋大学野球連盟秋季リーグ戦
【大学生】

10日（日）・
17日（日）

8:30 ～
16:00

甲賀市民球技大会２部
【一般】

16日(土）
8:30 ～
17:00

第14回近畿都市軟式野球
県予選会1部

【一般】

23日（土・祝）・
25日（月）・
30日（土）

8:30 ～
18:00

京滋大学野球連盟秋季リーグ戦
【大学生】

開催日
利用予定

時間
事業・大会名等

3日（日）・10日(日）・
23日(土・祝）

9:00 ～
17:00

高円宮杯U-18滋賀県リーグ
【高校生】

9日(土）
8:30 ～
16:00

第30回滋賀県秋季大会予選
グラウンドゴルフ大会【成人】

16日（土）・
18日(月・祝） 9:00 ～

17:00

関西サンライズリーグ
【中学生】

24日（日）・30日(土）
高円宮杯U-15サッカー大会
2017滋賀県【中学生】

28日(木）
8:30 ～
16:00

第21回かんぴょうの里杯
ゲートボール大会【連盟会員】

開催日
利用予定

時間
事業・大会名等

3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】

10日（日）・

17日(日）

11:00 ～

19:00

第19回日本フットボールリーグ　

セカンドステージ第７節・８節

【ＪＦＬ加盟団体】

24日(日）
9:00 ～

17:00

2017プレナスなでしこリーグ

（伊賀ＦＣくノ一 vs ベガルタ仙台）

※有料【なでしこ1部リーグ】

水口スポーツの森へ行こう
9月

■場所：みなくち子どもの森、自然館

■対象： 幼児から大人まで

■参加費： 無料

■申込み： 不要 (定員あり)

◆しぜんさんぽ（自然散歩）

　 9月30日（土）  

14:00 〜 15:00

9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


