
「広報こうか」が、ホームページ・フェイスブックでもご覧いただけます

甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

①うちわ作り
　手形を押したり、絵を描いたり
して、オリジナルうちわを作ります。▲

日時　７月17日（水）  
10時30分〜11時30分▲

材料費　100円▲

服装　汚れてもよい服
②飛び出すメッセージカード作り
　紙バネなどの仕掛けを作って、
飛び出すカードを作ります。▲

日時　８月7日（水）  
10時30分〜11時30分

①②共通事項▲

場所　かえで児童館  
（甲南・かえで会館）▲

対象　市内の未就園児と保護者▲

定員　先着12組▲

持ち物　タオル・飲み物▲

申込方法　電話・FAXで下記まで
かえで会館 
☎86-4363 Fax 86-4958

問合せ
申込み

かえで子育て広場
催　し

　小さなビニールプールとその周り
で水あそびをします。（雨天中止）▲

日時　７月19日（金）  
10時30分〜11時30分▲

場所　たけのこ児童館  
（信楽・西教育集会所）▲

対象　未就学児と保護者▲

持ち物　飲み物・タオル・着替
え一式（保護者の方もぬれても
よい服装）▲

申込方法　電話・FAXで下記まで▲

申込締切　７月16日（火）
たけのこ児童館 
☎82-2361 Fax 82-3616

問合せ
申込み

たけのこ子育て広場
『プールであそぼう！』 催　し

「調剤薬局活用術！」
〜お薬正しく飲めていますか？〜▲

日時　７月17日（水）  
14時〜15時▲

場所　みなくち診療所▲

定員　20人程度▲

参加費　無料▲

申込方法　電話で下記まで
みなくち診療所 
☎62-3346 Fax 63-1728

問合せ
申込み

水口医療介護センター�
「健康教室」 催　し

▲

日時　7月20日（土）  
9時45分〜16時30分▲

場所　サントピア水口　2階講
習室▲

内容　一人4局打ち　  
A、B、Cの各クラス別に表彰▲

定員　50人▲

参加費　一人2,000円（昼食お
茶付き）▲

申込方法　当日会場受付　  
9時15分〜9時45分

水口囲碁クラブ（担当：浅井） 
☎63-1617

問合せ

第１０回
甲賀市囲碁大会 催　し

　市内を含む近辺校の演劇部が
ショートストーリーの合同発表会を
行います。▲

日時　7月25日(木)  
13時30分開演▲

場所　あいこうか市民ホール
※入場無料

あいこうか市民ホール（月曜休館） 
☎62-2626 Fax 62-2625

問合せ

観よう・やろう！
高校演劇
４ＴＨ�ＳＴＡＧＥ 催　し

▲

日時　7月21日（日）  
10時〜14時30分▲

場所　滋賀県立障害者福祉セ
ンター (草津市笠山八丁目5番
130号)▲

内容　吹奏楽演奏、和太鼓演
奏、ジャグリング、フラダンス、
縁日コーナー、模擬店・フリー
マーケット、大抽選会等

滋賀県立障害者福祉センター 
☎077-564-7327  
Fax 077-564-7641

問合せ

滋賀県立障害者福祉センター
開設30周年記念
第29回夏まつり 催　し

①夏休み陶芸教室
　自分だけのオリジナル陶器を
作ってみませんか。▲

日時　7月27日(土)10時〜12時▲

定員　先着25人▲

参加費　大人・中学生　500円 
小学生以下　400円

② なつかしのふれあい体験教室  
「ぞうきん手縫い教室」

　自分で縫ったぞうきんで拭き掃
除をしてみませんか。▲

日時　7月28日（日）10時〜12時▲

対象　小学３年生〜大人（小学
生は保護者同伴）

甲南ふれあいの館
体験教室 催　し

①しぜんさんぽ▲

日時　7月14日（日）14時〜15時
②化石レプリカづくり▲

日時　 7月13日（土）14時〜15時
③自然を切り絵にしてみよう
　（講師：中

な か

村
む ら

学
まなぶ

さん）▲

日時　 7月15日（月・祝）  
ア）10時〜12時  
イ）14時〜16時

④「連続講座 昆虫」〈昆虫の観察・
採集・標本作製・分類〉▲

日時　 7月20日（土）、21日（日） 
10時〜15時  
8月31日(土)  
9時30分〜12時

⑤館長の化石解説▲

日時　 7月28日（日）開館中随時▲

対象　 ①⑤幼児から大人まで  
②小学1年生以上  
③ ア）小学1年生以上  

イ）小学4年生以上
　　　　④小学3年生以上

みなくち子どもの森の
催し 催　し

▲

日時　７月13日（土）16時30分
〜20時▲

場所　東海道伝馬館および駐車場▲

内容　音楽演奏、屋台など
※小雨決行

東海道伝馬館（月・火休館） 
☎・Fax 66-2770

問合せ

東海道伝馬館夏まつり
「なな・ナナ市」 催　し

　廃食油を再利用したエコキャンド
ルの灯りでコンサートを行います。▲

日時　7月13日（土）18時20分〜▲

場所　碧水ホール▲

出演　はるやバンド　他
※参加費無料

生活環境課　環境政策係 
☎69-2144 Fax 63-4582

問合せ

身近に楽しくエコを考えるつどい
ライトダウンキャンペーン＆
キャンドルライトコンサート 催　し

▲

参加費　①は無料、②は1セッ
ト200円、 ③ ア ）500円  イ ）
1,000円、④600円。⑤は入館
料が必要。▲

申込方法　①⑤は申込不要 (定
員あり)、②③④は7月4日（木）
〜下記まで（先着順）

みなくち子どもの森自然館 
☎63-6712 Fax 63-0466 
※ 7月2日（火）・3日（水）は

園内管理のため臨時休園

問合せ
申込み

　「認知症」もの忘れじゃない　認
知症のいろいろ▲

日時　7月17日（水）  
14時〜15時30分▲

場所　信楽保健センター ▲

定員　約20人▲

申込方法　電話・FAX・直接
下記まで▲

申込締切　7月12日（金）
※参加費無料

信楽中央病院 
☎82-0249 Fax 82-3060

問合せ
申込み

第８３回�
信楽中央病院�健康塾 催　し

▲

日時　7月21日(日)10時〜16時▲

場所　碧水ホール▲

対象　小学生(1・2年生は保護
者同伴)▲

定員　先着50人▲

参加費　1人500円▲

申込受付開始 7月6日(土)10時〜▲

申込方法　直接下記まで
※1人につき2人分まで申し込み

可。※受付初日のみ電話、FAX
での受付は行いません。

あいこうか市民ホール（月曜休館） 
☎62-2626 Fax 62-2625

問合せ
申込み

体験☆ねんどが動く
アニメを作ろう！
～クレイアニメの世界へ～ 催　し

　アーチェリー未経験者を対象
に、本物の弓と矢を使った、本格
的な体験会を開催します。▲

日時　7月27日（土）9時30分〜
11時30分  
7月28日（日）9時30分〜11時30
分、14時〜16時  
8月3日（土）9時30分〜11時30分  
8月11日（日・祝）14時〜16時▲

場所　甲賀市土山室内運動場  
（土山町北土山414-2）▲

対象　小学生以上▲

定員　各回８人▲

参加費　小中学生1,000円、  
高校生以上1,500円▲

申込方法　ホームページの申込
フォームまたは電話で下記まで▲

申込締切　各回３日前まで
NPO法人アシストアーチェリー  
ホームページ   
https://assist-archery.club/ 
☎69-5238 Fax 69-5258

問合せ
申込み

アーチェリー体験会
催　し

　昔ながらの薬
や

研
げ ん

を使い、親子で
楽しく忍者の携帯食「兵

ひょう

糧
ろ う

丸
が ん

」を
作ってみましょう。▲

日時　7月27日（土）10時〜12時

夏休み親子
「丸薬づくり」教室 催　し

▲

定員　先着15人▲

参加費　200円▲

①②の場所　甲南ふれあいの館▲

①②の申込　電話またはFAXで
下記まで

甲南ふれあいの館 
☎・Fax 86-7551  

（月・火休館、10時〜17時）

問合せ
申込み

　県立琵琶湖文化館所蔵の天皇
にまつわる近江ゆかりの資料を紹
介します。▲

日時　7月27日（土）〜9月29日
（日）10時〜17時※月火休館▲

場所　土山歴史民俗資料館第2
展示室　※入館無料

・・・・・・・関連の催し・・・・・・・
①展示解説会▲

日時　7月27日（土）、8月24日（土） 
いずれも13時30分〜14時30分▲

講師　井
い の

上
う え

優
まさる

氏（滋賀県立琵琶
湖文化館）

②夏休みKIDSワークショップ  
「元号を書いてみよう」▲

日時　8月4日（日）  
10時30分〜／13時30分〜▲

対象　小学３年生〜中学生▲

持ち物・服装　習字セット、古新
聞紙（１日分）、汚れてもよい服装

※①②ともに参加費無料・申込不要
土山歴史民俗資料館 
☎66-1056 Fax 66-1067

（月・火休館、10時〜17時）

問合せ

連携企画展
「歴代天皇と近江展」 催　し

　学校紹介や模擬授業、看護体
験などを行います。▲

日時　7月28日(日)、29日(月)  
13時20分〜16時(13時受付開始)▲

場所　甲賀看護専門学校▲

定員　各日60人(予約制)　▲

申込方法　甲賀看護専門学校
ホームページ内予約フォーム、
または電話で下記まで

甲賀看護専門学校  
https://www.kokans.ac.jp
☎65-6071  
Fax 65-6073

問合せ
申込み

甲賀看護専門学校
「オープンキャンパス」 催　し

▲

場所　甲賀市くすり学習館▲

定員　先着親子20組（40人）▲

参加費　1人200円▲

申込方法　直接・電話・FAXで
下記まで

※FAXの場合、住所、氏名（保護者・
児童）、連絡先電話番号を明記▲

申込締切　7月25日（木）
くすり学習館 
☎88-8110 Fax 70-3694

問合せ
申込み
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