
「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

　甲賀市・湖南市内の企業・事業
所15社（甲賀市10社、湖南市5社）
が参加予定です。企業から仕事の
内容・労働条件・福利厚生などの
説明や面談を行います。▲

日時　11月7日（木）� �
13時30分～16時（受付13時）▲

場所　サンヒルズ甲西� �
（湖南市西峰町1－1）▲

対象　� �
• �甲賀市・湖南市内で就職を希
望する障がいのある方

　 • �障がいのある方で2020年3
月に大学（院）、短期大学、高
等専門学校等を卒業予定の
学生（卒業後3年以内を含む）

＊障がい者手帳、ハローワークカード、
履歴書（複数枚）をお持ちください。

＊申込不要・参加無料・入退場自
由・手話通訳あり・甲西駅北口
より無料タクシーあり（予約不要）
※参加企業・事業所・無料タク
シー運行時間については市ホー
ムページまで
商工労政課�商工労政係�
☎69-2188� Fax�63-4087

問合せ

甲賀市・湖南市
障がい者
合同就職面接会 催　し

　多くの屋台が祭を盛り上げます。▲

日時　11月3日（日・祝）10時～▲

内容　学習会の園児･児童など
の発表、宇川会館利用団体によ
る発表　ほか▲

場所　宇川会館
前夜祭（子どもの教育を考える会）▲

日時　11月2日（土）17時～▲

内容　和太鼓、人権創作解放劇、
合奏・手話による合唱、共同制
作展示　ほか
宇川会館�
☎・Fax�62-4109

問合せ

宇川会館第４４回文化祭
『福祉と人権のまちづ
くりを私たちの手で』 催　し

▲

日時　11月2日（土）10時～15時▲

場所　クリーンセンター滋賀場内
（甲賀町神645）▲

内容（予定）　� �
①�モデルロケット制作と打ち上げ
（当日9時30分～11時受付� �
先着30人）

　②子ども電気自動車体験
　③似顔絵（有料）
　④�地元特製� �
「炊き込みごはん、豚汁」

※来場者には粗品をプレゼント
※内容によっては数に限りがあり
ます。
※詳しくは下記ホームページまで
（公財）滋賀県環境事業公社�
☎88-9191� Fax�88-6322
ホームページ
http://www.shiga-kj.com/

問合せ

クリーンセンター滋賀
感謝祭イベント 催　し

しぜんさんぽ(自然散歩)▲

日時　10月27日（日）� �
14時～15時▲

場所　みなくち子どもの森▲

対象　幼児から大人まで
※参加費無料・申込不要� �
(定員15人)
みなくち子どもの森自然館�
☎63-6712� Fax�63-0466

問合せ

みなくち子どもの森の
催し 催　し

　人と人とがつながり、共に生き
る人権が尊重された地域をめざし
て、セミナーを開催します。

第２回
甲賀市人権教育
連続セミナー 催　し

　『うつくしい町　あいの土山で就
職しよう』
　土山町の参加企業・事業所の採
用担当者と直接面接していただけ
ます。▲

日時　10月30日（水）13時～16時��
（受付開始12時30分）▲

場所　ダイヤモンド滋賀▲

送迎　貴生川駅～ダイヤモンド
滋賀（専用シャトルバスを運行し
ます）� �
JR貴生川駅（北口）�12時30分発�
ダイヤモンド滋賀� 15時30分発▲
�対象　一般求職者および令和2
年3月に大学（院）、短期大学、
専門学校等を卒業予定の学生
（卒業後、数年以内を含む）、
若年求職者

※予約不要、参加無料、入退場自由
※参加企業・事業所はホームペー
ジまで
あいの甲賀土山　� �
合同企業説明会　� �
実行委員会事務局�
☎66-1020
ホームページ
http://aino-job.com/

問合せ

あいの甲賀土山　
合同企業説明会
（土山JOBフェア） 催　し

　読書週間（10月27日～11月3

図書館まつり2019
催　し

▲

日時　10月26日（土）・27日（日）��
9時30分～17時� �
※27日は16時まで▲

場所　碧水ホール▲

主催　文化書道滋賀甲賀支部
※入場無料

田中書道院（田中）�
☎・Fax�62-1921

問合せ

第３８回
文化書道展 催　し

▲

日時　10月26日（土）� �
10時30分～15時▲

場所　「甲賀の環境・里山元気
会」の里山（水口町松尾）▲

内容　体験コーナー（紙竹トン
ボ・紙鉄砲づくり、火おこし）、
音楽会（城山中学校吹奏楽部、
水口北保育園児　他）

※参加費無料・申込不要
※雨天時10月27日（日）に順延
※食事ブースはありませんので昼
食はご持参ください。
NPO法人�� �
甲賀の環境・里山元気会�
☎090-6206-1515

問合せ

第2回『森の音楽祭』
ＮＰＯ法人�甲賀の環境・
・里山元気会 催　し

　『夢』をかなえるために学んでみ
ませんか。創業に向けた「心構え」
「基礎知識」を学び、「ビジネスプ
ラン」を作ってみましょう。▲

日時　10月25日、29日、11月
1日、5日、8日、12日、15日、
19日（毎週火・金）【全8日間】� �
19時～21時30分▲

場所　甲賀市商工会館� �
（水口町水口5577-2）▲

定員　30人▲

参加費　5,000円� �
（商工会会員は2,000円）▲

対象　創業をめざす方、創業間
もない方、創業に関心のある方、
事業を継ぐために、経営につい
て学び直してみたい方▲

申込方法　申込書、申込フォー
ム、または電話で下記まで
甲賀市商工会�
☎62-1676� Fax�63-1052

問合せ

わかりやすい創業塾
催　し

　ひとり親家庭の交流を図る「ふれ
あい交流事業」を開催します。子ど
もさんと一緒に楽しみ、情報交換
をしたり、悩みを相談したりしなが
らリフレッシュしませんか。
第１回� �
「あなたにあったマネープラン」▲

講師　金融広報アドバイザー　
丸
まる

山
やま

高
たか

信
のぶ

氏� �
（協力� 滋賀県金融広報委員会）▲

日時� 10月27日(日)10時～12時▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」
第２回　「お茶べり会」�
　お茶の飲み比べやお茶に合うお
菓子を食べながらのおしゃべり▲

日時� 12月8日(日)10時～12時▲

場所　甲南公民館（忍の里プララ）
※連続でも単回でも参加可能
※要申込・各回とも定員20組
※相談コーナーあり（詳しくは下記まで）
※18歳までのお子さんがいるひと
り親家庭が対象
※託児コーナーあり

子育て政策課�子育て政策係�
☎69-2176� Fax�69-2298

問合せ
申込み

ひとり親家庭
ふれあい交流事業 催　し

▲

日時　11月2日（土）13時30分
～15時40分（受付開始13時）▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」

仁生会甲南病院 市民講座
もしもの時の話し合い
～生きるを、ともに、つくる～ 催　し

　貴生川地域自治振興会第７回文
化祭に併せて、「見て、触れて、試
して学ぶ体験教室」を開催します。▲

日時　10月26日（土）� �
13時～16時▲

場所　みなくち診療所▲

内容　
　①介護用品・福祉用具体験
　　今どきの介護用品・福祉用具
を紹介し、介護の楽しさをお伝
えします。
　②血管年齢（肥満度判定付）測定
　　指先だけで簡単に測定するこ
とができます。
　③補聴器体験
　　種類はさまざま、失敗しない
選び方は？一度試してみましょう。

　④簡単ロコモチェック
　　要介護のリスクが高まるロコモ
（運動器症候群）。ロコモ検査
を体験してみましょう。
※参加費無料

みなくち診療所�
☎62-3346� Fax�63-1728

問合せ

水口医療介護センター
「体験教室」 催　し

　現在では生活で使用しなくなっ
た信楽焼の生活用品や道具類、今
も懐かしむ大正や昭和時代に生産

信楽古陶愛好会展
催　し

▲

内容　� �
①講演�｢あきらかにみる」

　　講師　�比叡山延暦寺� �
小
こ

鴨
がも

覚
かく

俊
しゅん

　副執行
　②体験�｢もしもの時の話し合い」
　　カードゲームで楽しく語ろう！
※参加費無料・申込不要

仁生会甲南病院�
☎86-3131（代）� �
Fax�86-4131

問合せ

▲

日時　10月31日（木）19時～20
時10分（受付18時30分～）▲

場所　甲南公民館大会議室▲

内容　講演会「知らないところに
愛の湧くはずがない」▲

講師　栗
くり

林
ばやし

悦
えつ

子
こ

さん（精神保健
福祉士）

※参加費無料・申込不要
人権推進課�人権教育室�
☎69-2150� Fax�63-4554

問合せ

日）に合わせて、「図書館まつり」を
開催します。▲

日時　10月27日（日）10時～18時▲

場所　信楽図書館
10時30分〜11時30分　� �
信楽焼のヒミツにせまる！

13時〜15時　� �
第10回ビブリオバトル�in�KOKA

15時30分〜16時30分　ヴァイオ
リンとピアノによるコンサート
オープンカフェは13時～16時30分��
（雨天中止）
※申し込みが必要なものもありま
すので、詳しくは図書館ホーム
ページまで
信楽図書館�
☎82-0320� Fax�82-3921

問合せ

されてきた信楽焼の作品を展示し
ています。▲

日時　10月26日（土）～11月18
日（月） ９時～17時 ※木曜休館▲

場所　信楽伝統産業会館
※観覧無料

信楽伝統産業会館�
☎82-2345� Fax�82-2551

問合せ

　フィンランドのクリスマス菓子を
作ります。▲

日時　10月23日（水）� �
10時30分～12時▲

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▲

定員　先着8組▲

持ち物　飲み物・タオル・お皿・
フォーク（親子分）▲

申込方法　電話・FAXで下記まで▲

申込締切　10月16日（水）
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
『親子クッキング』 催　し

　「すこやかに、美しく」を目的に
「健康体操」の体験や、血管年齢
測定、体成分測定、肌年齢チェッ
ク、さらには、薬剤師などによる、
健康相談も併せて実施します。▲

日時　10月20日（日）10時～18時▲

場所　アル・プラザ水口１階　��
�太陽の広場
（一社）滋賀県薬業協会�
☎88-3105� Fax�88-3154

問合せ

滋賀のくすりと健康フェア
２０１９ 催　し

 [No.337] 2019.10. １  [No.337] 2019.10. １23 22


