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こうか冬の音楽祭 催し

■日時：�12月23日（祝・土）13時開演
■場所：�忍の里プララ・甲南情報交流セン

ター
■参加費：�無料 全席自由
　　　 忍の里プララ・甲南公民館  
　　　 TEL 86-3036　 FAX 86-8119
問合せ

■日時：�平成30年１月７日（日）� �
・開場・受付 13時30分� �
・第１部 記念式典� �
　14時～14時30分予定� �
・第２部 記念イベント� �
　�～新成人の集い～� �
　�14時30分～16時�予定

■場所：�あいこうか市民ホール
■対象：�平成９年４月２日～� �

平成10年４月１日生まれの方
■その他� �
　 �・�参加対象の方へは個別に招待状

は送付しませんが、対象の方で
あればどなたでも参加できます。
（市外在住者も可）

　 �・�当日は、公共交通機関をご利用
ください。

　 �・�本人以外の入場はできません。
付き添いが必要な場合は事前に
下記までご連絡をお願いします。

■主催：�甲賀市�甲賀市教育委員会� �
成人式実行委員会

　　　 社会教育課 青少年育成係  
　　　 TEL 69-2248　 FAX 69-2293
問合せ

親子ものつくり教室
葉脈のキーホルダーつくり

催し

■日時：�12月17日（日）10時～ 12時
■場所：�くすり学習館　
■定員：�親子20組（40人）
■参加費：�無料
■申込方�法：電話またはＦＡＸで下記まで��

※�ＦＡＸの場合、住所・氏名（保
護者・児童）・連絡先を記入し
てください。

第６５回 信楽中央病院 健康塾 催し

■日時：�12月20日（水）14時～ 16時
■場所：�信楽保健センター�１階
■内容：�「ダイエット③」� �

正月明けに後悔しない！
■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：�12月13日（水）
　　　 信楽中央病院  
　　　 TEL 82-0249　 FAX 82-3060
問合せ
申込み

自分を磨いて恋するスクール Vol②  
～甲賀市結婚支援事業～

催し

■日時：�12月17日（日）�男性：10時～12時�
女性：14時～16時

■場所：�サントピア水口
■内容：�コミュニケーションＵＰ� �

～惹かれる会話術～
■対象：�市内在住・在勤の結婚を希望す

る独身の男女
■定員：�男女各25人� �

（申し込み多数の場合は抽選）
■参加費：�無料
■申込方�法：氏名・住所・年齢・性別・

連絡先を記入のうえメールまたは
ＦＡＸで下記まで

※�メールでのお申し込みの場合は、タイトル
に「恋するスクール」と明記してください。
■申込締切：�12月10日（日）
　　　  本気の結婚相談所ディアエール  

TEL 090-8455-2413　  
FAX 60-8555

　　　  地域コミュニティ推進課 交流推進係  
TEL 69-2114　 FAX 63-4554  
Ｅメール  
koka10044000@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

問合せ
申込み

甲賀市スポーツ少年団主催
アクティブチャイルド  
プログラム 体験教室

催し

■日時：�12月17日（日）� �
13時30分～ 15時30分� �
※受付13時～

■場所：�甲南体育館
■内容：�かんたんなスポーツ体験会� �

（ボールを使用したあそびなど）
■対象：�市内在住の満５歳～満８歳の子

ども
■定員：�先着60人
■参加費：�無料
■申込方法：�電話で下記まで
■申込締切：�12月11日（月）
　　　  甲賀市スポーツ少年団 事務局  

（文化スポーツ振興課内）  
TEL 69-2249　 FAX 69-2293

問合せ
申込み

であい ふれあい あったかい
ふれ愛フェスタ
～１２月３日～９日は障害者週間～

催し

■日時：12月９日（土）10時～ 15時
■場所：水口社会福祉センター
■内容：�車いすレクダンス、ふれ愛交流会、

バウムクーヘンなどの模擬店等
　　 　 ふれ愛フェスタ2017実行委員会  

（甲賀市社会福祉協議会内）  
TEL 62-8085　 FAX 63-2021

問合せ

観光ボランティアガイド研修会 催し

　観光客に地域の魅力を発信するボラン
ティアガイドを募集しています。ガイドの
スキルアップ研修会を実施しますので、興
味がある方はぜひ、ご参加ください。
■日時：�12月６日（水）13時30分～
■場所：�甲南公民館 大会議室
■内容：�日本遺産の指定について� �

忍者について
■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

第１１回 甲南ふれあいじんけん寄席 催し

■日時：�12月９日（土）13時30分～ 15時��
（13時受付開始）

■場所：�忍の里プララ ホール
■内容：�講談　旭

きょく

堂
どう

南
なん

北
ぼく

・旭
きょく

堂
どう

南
なん

湖
こ

�
　　　　落語　露

つゆ

の眞
まこと

■参加費：�無料（申込不要）
■その他�：旧支所である土山、甲賀大原、

甲南第一、信楽地域市民センター
から送迎バス有。発車時刻等詳
細は、下記に問い合わせください。

　　 　 甲南公民館  
（甲賀市人権教育推進協議会 甲南支部）  
TEL 86-3036　 FAX 86-8119

問合せ

夜
よ

空
ぞ ら

旅
た び と

人（天体観望会） 催し

「ふたご座流星群が見ごろ」
■日時：�12月9日（土）� �

19時30分～ 21時30分
■場所：�かふか生涯学習館
■内容：�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：�12月8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

■申込締切：�12月10日（日）
　　　 くすり学習館  
　　　 TEL 88-8110　 FAX 88-3154
問合せ
申込み

催し平成30年（2018年）
甲賀市成人式

P I C K U P

●  年末年始 家庭ごみ収集
町 地域 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 1/4 1/5 1/6 1/7

火 水 木 金 土 木 金 土 日

水
口

水口 廃プラスチック類 燃えるごみ 燃えるごみ
岩上 燃えるごみ 燃えるごみ 燃えるごみ
柏木 燃えるごみ 燃えるごみ 燃えるごみ
綾野 廃プラスチック類 燃えるごみ 燃えるごみ
貴生川 燃えるごみ 燃えるごみ 燃えるごみ

伴谷 燃えるごみ 資源ごみ※1
燃えないごみ※2 燃えるごみ 燃えるごみ

土
山

鮎河・山内 燃えるごみ 廃プラスチック類
燃えるごみ

ペットボトル
発泡スチロール

ライター
廃プラスチック類

土山 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ 廃プラスチック類
大野 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ 廃プラスチック類

甲
賀 全域 燃えるごみ 燃えないごみ※２

スプレー缶 燃えるごみ 燃えるごみ

甲
南

第２・希望ケ丘 燃えないごみ※２
スプレー缶  廃プラスチック類 燃えるごみ 燃えるごみ 廃プラスチック類

第１・第３・中部 燃えないごみ※２
スプレー缶 廃プラスチック類 燃えるごみ 燃えるごみ 廃プラスチック類

信
楽

長野・西
江田・神山 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ

ペットボトル・古紙類・
スプレー缶・乾電池・

蛍光管・ライター

田代・畑 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ 廃プラスチック類
ペットボトル・古紙類・
スプレー缶・乾電池・

蛍光管・ライター
雲井・小原
朝宮・多羅尾

缶・廃食油・びん
燃えないごみ※２ 燃えるごみ 廃プラスチック類 燃えるごみ 廃プラスチック類

エコステーション
開場日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

不燃物処理場開場日
（水口・土山・甲賀） ○ ○ ○
不燃物処理場開場日
（甲南） ○

不燃物処理場開場日
（信楽） ○ ○

甲賀広域行政組合
衛生センター搬入日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※１　資源ごみは、びん、缶、スプレー缶、乾電池、蛍光管、ペットボトル、廃食油、発泡スチロール、古紙類、ライターです。
※２　燃えないごみは、埋立・金属・小型電気製品です。

●  年末年始 し尿くみとり
業者 年末

臨時申込期限
年始
開始日 町 地域

水口テクノス
（ TEL 62-1959） 12/8（金） 1/5（金）

水口 全域

信楽 長野

北新町 北出町 問屋町 陶生町 広芝町 東二本丸町 上二本丸町
新二本丸町 みのりが丘町 大窯町 福島町 辻町 中町 馬場町

本町 中出町 元町 末広町 焼屋町 旭町 ハイランド町
つくしが丘町

江田　神山　田代　畑
日映日野

（ TEL 0748-
53-3941）

12/7（木） 1/5（金）
土山 大野学区
甲賀 大原学区（相模、大原市場を除く）　油日学区　佐山学区
甲南 全域

ヒロセ
（ TEL 0748-

52-0943）
12/8（金） 1/5（金）

土山 全域（大野学区を除く）
甲賀 相模　大原市場

信楽 長野 愛宕町 材木町 大正町 新町 松尾町 南松尾町 栄町
小原地区　多羅尾地区　雲井地区　朝宮地区

●  年末 粗大ごみ
町 業者 回収申込期限 最終回収日

水口・信楽 水口テクノス（TEL 62-5311） 12/15（金） 12/22（金）
土山 ヒロセ（TEL 0748-52-0943） 12/22（金)正午 12/28（木)

甲賀・甲南 日映日野（TEL 0748-53-3941） 12/14（木) 12/21（木)
※申込は、直接、各地域の指定業者に行ってください。

し尿くみとり、家庭ごみの収集日程年末・年始の
　年末・年始のし尿くみとりおよび家庭ごみの収集日は次の表のとおりです。
　なお、年末年始から１月末までの間は、通常月と比べ、回収品目・回収日が異なる場合があります。必ずごみカレ
ンダーにてご確認ください。（ごみは午前８時までに決められた集積所にお出しください。）
　また、年末の臨時し尿くみとり、粗大ごみの戸別収集は非常に混み合いますので、希望される方は申込期限日まで
に以下の業者へ申し込んでください。

　　　  生活環境課 
廃棄物対策係 
TEL 69-2145 
FAX 63-4582

問合せ

年末年始の回収はごみの量が非常に多く、通常の回収時間・ルートを大幅に変更する可能
性があります。ごみは、必ず午前８時までに集積所に出していただきますようお願いします。
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