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第６３回   
信楽中央病院 健康塾

催し

■日時： 10月18日（水）14時～ 16時

■場所： 信楽保健センター １階

■内容： 講座「糖尿病」  

糖尿病って治さなあかんの？

■講師： 病院スタッフ

■定員： 約20人

■参加費： 無料

■申込方法： 電話・FAX・直接申込で下

記まで

■申込締切： 10月11日（水）

　　　 信楽中央病院  

　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ

申込み

甲賀看護専門学校
第１７回 
チューリップ祭

催し

■日時： 10月13日（金）11時30分～15時  

10月14日（土）10時～15時

■場所： 甲賀看護専門学校

■内容： 模擬店、看護体験、学習成果発表

　　　 甲賀看護専門学校  

　　　 TEL 65-6071　 FAX 65-6073
問合せ

第２回紫香楽病院  
ふれあいまつり
～うたって♡わらって♡ふれあって～

催し

■日時： 11月３日（金・祝）  

10時30分～15時

■場所： 国立病院機構紫香楽病院

■内容： コンサート、健康講座、模擬店

　　　 国立病院機構紫香楽病院  

　　　 TEL 83-0101　 FAX 83-1262
問合せ

紫香楽宮「都あかり」
2017

催し

　西暦745年、都が置かれた信楽町雲井

にイルミネーションなどを使って都を蘇らせ

ます。

■日時： 10月７日（土）～８日（日）  

18時～ 21時

■会場： 信楽町宮町周辺

■内容： イルミネーションを使った朱雀門

と都の道を演出

■その他： 宮町遺跡付近は自動車での乗

り入れはできません。下記駐

車場をご利用ください。

■駐車場： 隼人川みずべ公園周辺  

（信楽町黄瀬973-1）

　　　 紫香楽宮観光振興プロジェクト  

　　　 実行委員会事務局  

　　　 （雲井地域市民センター内）  

　　　 TEL 83-8531　 FAX 83-8532

問合せ

申込み

ハロウィンパーティー 催し

■日時： 10月14日（土）15時～ 17時  
（開始30分前から受付可）

■場所： 忍の里プララ

■内容： 外国人ゲストと一緒にハロウィン
を楽しもう！ 

■対象： 小学生（保護者同伴の場合は４歳
児以上も可）

■定員： 130人

■参加費： 協会会員 無料  
非会員 500円

■申込期間： 10月2日（月）～10日（火）

■持ち物： 仮装、お菓子を入れる袋、靴
用ビニール袋

　　　 甲賀市国際交流協会  
　　　 TEL / FAX 63-8728

問合せ

申込み

日本遺産の甲賀忍者
発祥の地ハイキング

（飯道山・庚申山）

催し

■日時： 10月15日（日）  

９時10分（集合）～ 16時頃

《コース》  

貴生川駅−飯道寺−飯道山山頂−飯道山

遺跡−飯道神社（昼食）−修験行場体験−

庚申山広徳寺−総社神社−貴生川駅…約

15ｋｍ

■集合場所： JR草津線貴生川駅南口

■参加費： 300円

■申込方法： 予約不要

　　　 甲賀市観光協会  

　　　 TEL 60-2690　 FAX 60-2362
問合せ

甲賀市介護者の会講演会 
「介護に疲れたとき、 
気持ちが楽になるヒント」

催し

■日時： 11月４日（土）13時30分～ 15時

■場所： 碧水ホール

■講師： 介護者メンタルケア協会代表　 

　　　　 橋
はし

中
なか

今
き ょ う

日子
こ

氏  

（理学療法士・心理カウンセラー）

■参加費： 無料

　　　  甲賀市介護者の会事務局（甲賀市

社会福祉協議会 地域活動支援課）  
TEL 62-8085　 FAX 63-2021

問合せ

申込み

小中学生とプロの
声楽家で創るオペラ

「ヘンゼルとグレーテル」

催し

■日時： 10月15日（日）14時30分開演  

（13時45分開場）

■場所： 碧水ホール

■入場料： 前売500円　当日600円  

（自由席）  

３歳未満入場不可

■前売所： あいこうか市民ホール、碧水

ホール、忍の里プララほか

　　　 あいこうか市民ホール（月曜休館）  

　　　 TEL 62-2626　 FAX 62-2625
問合せ

申込み

夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人（天体観望会） 催し

「ペガスス座から秋の星座を探そう」
■日時： 10月14日（土）  

19時30分～ 21時30分

■場所： かふか生涯学習館

■内容： 土星、天王星、海王星などの観望

■定員：先着20人

■申込方法： 電話で下記まで

■申込締切： 10月13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

問合せ

申込み

ふれあい親子
陶芸教室

催し

■日時： 10月21日（土）10時～ 12時

■場所： 甲南ふれあいの館

■定員： 先着25人

■ 受講料（材料費含む）：  

大人・中学生　500円  

小学生以下　　400円

　　　  甲南ふれあいの館  

（月火休館・10時～ 17時）  

TEL / FAX 86-7551

問合せ

申込み

人権教育連続セミナー
第６回

催し

■日時： 10月27日（金）  

19時30分～ 21時10分

■場所： 信楽開発センター

■内容： 講演「女･男･家族を解き明かす」

■講師： 栗
くり

本
もと

敦
あつ

子
こ

さん  

（ファシリテーターズラボ）

■参加費： 無料（申込不要）

※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

びわ湖ホール
声楽アンサンブル
みんなで作ろう！林

はやし

光
ひかる

作曲
オペラ“森は生きている” 前売開始
県立水口東中学・高等学校
合唱部も共演

催し

■日時： 12月16日（土）14時開演

■場所： あいこうか市民ホール

■入場料： 前売一般　1,000円  

前売18歳以下　500円

※全自由席、３歳未満入場不可

■前売開始日： 10月14日（土）10時～

■前売所： あいこうか市民ホール、忍の里

プララ、あいの土山文化ホール、

アル・プラザ水口くらしのサー

ビスセンター、びわ湖ホール 

チケットセンター 他

　　　  あいこうか市民ホール（月曜休館）  

TEL 62-2626　  

FAX 62-2625

問合せ

申込み

関西フィルハーモニー
管弦楽団ニューイヤー
オペラガラコンサート 前売開始

催し

■日時： 平成30年１月21日（日）  

14時30分開演

■場所： あいこうか市民ホール

■出演： 指揮：藤
ふじ

岡
おか

幸
さち

夫
お

 

 　　　　声楽：中
なか

西
にし

惠
けい

子
こ

（ソプラノ） 

　　　　　　　藤
ふじ

原
わら

未
み

佳
か

子
こ

（ソプラノ） 

　　　　　　　二
に

塚
つか

直
なお

紀
き

（テノール） 

　　　　　　　下
しも

林
ばやし

一
かず

也
や

（バリトン）  

　　　　管弦楽： 関西フィルハーモニー

管弦楽団

■入場料： 一般 　Ａ席3,500円  

　Ｂ席3,000円

　　　　　青少年（25歳以下）  

　　　　　　　　Ａ席2,000円  

　　　　　　　　Ｂ席1,500円

※全席指定、未就学児入場不可

■前売開始日： 10月14日（土）10時～

■前売所： あいこうか市民ホール、アル・

プラザ水口くらしのサービスセ

ンター、ローソンチケット（Ｌ

コード 57577）、ほか

　　　  あいこうか市民ホール（月曜休館）  

TEL 62-2626　 FAX 62-2625

問合せ

申込み

５５歳以上の県内在住者 
対象遺跡入門講習

催し

■日時： 11月14日（火）～ 12月14日（木）  

10時～ 16時（土日を除く５日間）

■場所： 滋賀県埋蔵文化財センター他  

（大津市）

■内容： 遺跡発掘に興味を持ち就業への

第一歩となることを目的に県内遺

跡を見学します。

■定員： 30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： 10月26日（木）

　　　  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

文化協会文化祭のご案内 催し

　さまざまな力作の展示や芸能発

表など、日頃の活動の成果が各

地域で発表されます。皆さんお誘

い合わせの上、ぜひご覧ください。

　　　  甲賀市文化協会連合会  

（事務局：文化スポーツ振興課 文化振興係 

あいこうか市民ホール内　月曜休館）  
TEL 62-2626　 FAX 62-2625

問合せ

名　称 開催日 会　場 内　容
水口町文化協会

2017年度文化祭

10月21日（土） あいこうか市民ホール 芸能発表

10月20日（金）、21日（土） あいこうか市民ホール　展示室 作品展示

第14回

あいの土山文化祭

11月12日（日） あいの土山文化ホール 芸能発表

11月11日（土）、12日（日）あいの土山文化ホール、森林文化ホール 作品展示

第62回

甲賀町文化祭

11月 5日（日） 甲賀農村環境改善センター 芸能発表

11月 4日（土）、 5日（日） 甲賀中央公園体育館 作品展示

第51回

甲南文化祭

11月12日（日）
忍の里プララ

芸能発表

11月 9日（木）～12日（日） 作品展示

第48回

信楽芸術祭

11月11日（土） 陶芸の森 産業展示館 信楽ホール 芸能発表

11月 3日（金・祝）～5日（日） 信楽開発センター 作品展示※

※信楽町内園児・児童・生徒の作品展示のみ

広報こうか ９月15日号 お詫びと訂正

　９月15日号に、次のとおり誤りがあ

りました。お詫びし訂正いたします。

・ ６ページの「子育て情報 家庭教育支援

事業」親子ふれあい絵本広場の対象欄

誤：未就園児　正：未就学児

住民票等のコンビニ・
多機能端末機での
交付サービスの停止

お知らせ

　戸籍システムメンテナンスのため、下

記の日程ですべてのコンビニ・多機能端

末機で戸籍および戸籍附票の証明書交付

サービスを停止します。  

　大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご

協力をお願いします。  

＊ 証明書が必要な方はお早めに取得をお

願いします。

■日時：10月26日（木）13時～ 23時

　　　 市民課  

　　　 TEL 69-2138　 FAX 65-6338
問合せ


