
「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

▲

日時　10月12日（土）10時～13
時30分（受付9時15分～）▲

場所　甲西文化ホール� �
（湖南市中央5丁目57）▲

内容　� �
①�公立甲賀病院の医師・薬剤師
による講演（内視鏡診断治療
／外科治療／抗がん剤治療）

　②�医療・行政相談ブース（体験型あり）▲

定員　先着400人
※参加費無料

公立甲賀病院�総務課�
☎�62-0234（代）� �
Fax�63-0588

問合せ

公立甲賀病院 市民公開講座
「がん治療最前線
～２人に１人ががんになる現代に～」 催　し

　可燃ごみ減量の取り組みのひと
つとして、皆さんにご協力いただ
いている「生ごみ堆肥化」を、さら
に進めるため、甲賀市環境審議会
委員長の竺

じく

文
ふみ

彦
ひこ

氏をコーディネー
ターに迎え、学習会を開催します。▲

日時　10月7日（月）
　17時30分～（90分程度）▲

場所　旧富田呉服店� �
（水口町八光2-40）
生ごみ堆肥化を進める会�
☎090-1585-3607

問合せ

生ごみ堆肥化を進める
学習会 催　し

　甲賀市出身の若手メンバーを中
心としたアンサンブルによる「弦楽
四重奏」をお楽しみください。▲

日時　10月6日（日）14時開演▲

会場　あいこうか市民ホール展示室▲

出演　Q
カ ル テ ッ ト

uartet�c
シ ュ シ ュ

houchou� �
（バイオリン：長
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玲
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チェロ：黒
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ま

洋
ひろ

）
※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

第１１回
サロンコンサート
「秋涼に弦楽合奏を愉しむ」 催　し

　地元のお店や団体と、楽しく交流
できるイベントが盛りだくさんです。▲

日時　10月20日（日）� �
10時～16時▲

場所　JAこうか　駐車場� �
（水口町水口6111－1）▲

内容　企業PRコーナー、飲食
模擬店コーナー、職業体験など
甲賀市商工会�
☎62-1676

問合せ

こうか商工まつり
２０１９ 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。

名称 開催日 会場 内容
2019
水口町文化協会文化祭

10月18日（金）・19（土）あいこうか市民ホール展示室 作品展示
10月19日（土） あいこうか市民ホール 芸能発表

第16回
あいの土山文化祭

11月９日（土）・10（日） 森林文化ホール
あいの土山文化ホール

作品展示
11月10日（日） 芸能発表

第64回
甲賀町文化祭

11月2日（土）・3日（日） 甲賀中央公園体育館 作品展示
11月3日（日） 甲賀農村環境改善センター 芸能発表

第53回
甲南文化祭

10月17日（木）～20日（日）
忍の里プララ

作品展示
10月20日（日） 芸能発表

第50回
信楽芸術文化祭

11月1日（金）～3日（日・祝） 信楽体育館 作品展示
11月3日（日・祝） 陶芸の森�産業展示館�信楽ホール 芸能発表

甲賀市文化協会連合会（事務局：社会教育スポーツ課�文化係�� �
あいこうか市民ホール内�月曜休館）� �
☎62-2626　Fax�62-2625

問合せ

文化協会文化祭
催　し

　自分だけのオリジナル陶器を
作ってみませんか。▲

日時　10月19日（土）10時～12時▲

場所　甲南ふれあいの館▲

定員　先着25人

ふれあい親子
陶芸教室 催　し

▲

日時　10月16日（水）� �
14時～15時30分▲

場所　信楽中央病院� �
（元信楽保健センター）�▲

定員　約20人▲

申込方法　電話・FAX・直接下
記まで▲

申込締切　10月11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８５回�信楽中央病院�健康塾
「ひざ・腰・肩こり」
痛いのは仕方ない？？ 催　し

「在宅介護お助け術」

水口医療介護センター
「健康教室」 催　し

▲

日時　10月13日（日）� �
8時30分受付開始（小雨決行）� �
※予備日10月14日（月・祝）▲

場所　国道307号「庚申口」交差
点から約150ｍ甲南方面へ進ん
だ水田▲

参加料　1人400円（おにぎり・
お茶付き）
　どなたでもご参加いただけます。

うしかい田んぼアートの
稲刈り体験 催　し

　家に眠っている思い入れのある
本、整理したい本を次の読み手に
つなげよう。出店者募集。▲

日時　10月13日（日）10時～16時▲

場所　旧水口図書館▲

定員　先着10店舗▲

出店スペース　ダンボール一箱
分くらいの広さ▲

出品物　古本（古本の販売が主
であれば小物販売も可・要相談）▲

出店料　無料▲

申込締切　10月10日（木）
同時開催
第1回ビブリオバトル＠

イン

旧水口図書館
　ビブリオバトルとは、本の紹介コ
ミュニケーションゲームです。▲

開催時間　13時15分～14時30分▲

定員　バトラー：5人程度（小学
生以上）※観覧は自由参加
稚
わか

木
ぎ

の会 森田�
☎080-3111-7219
�m.kyutosyokan@gmail.com

問合せ
申込み

第４回ひと箱古本市
＠
イン

旧水口図書館 催　し

①水口城と東海道水口宿を訪ねる▲

日時� 10月13日（日）9時30分～15時▲

集合場所　近江鉄道・水口石橋駅��
9時30分集合▲

行程　水口石橋駅（集合）→大
徳寺→旧図書館→高札場・本
陣・脇本陣→東見附跡→問屋
場跡→ひと・まち街道交流館
（昼食）→水口城資料館→水口
歴史民俗資料館→水口城南駅
（解散）▲

参加費　無料　� �
水口名物かんぴょうのお弁当付き▲

定員　先着50人▲

持ち物　飲み物、保険証、雨具
など▲

申込方法　電話・FAX・Ｅメー
ルで、氏名・年齢・住所・電話

JRふれあいハイキング
催　し

　山伏と深く関わった甲賀のくす
り。配置売薬のルーツを探ります。▲

日時　10月12日（土）～令和2年
3月29日（日）9時30分～17時

※月曜休館（祝日の場合は翌日）▲

場所　くすり学習館企画展示室
※入館無料
関連の催し
講演会「甲賀の山伏と薬業」▲

日時　11月23日（土・祝）� �
14時～15時▲

講師　眞
さな

岡
おか

孝
たか

至
し

氏� �
（生産開発科学研究所）▲

定員　先着50人
※参加費無料・申込不要

くすり学習館�
☎88-8110� Fax�70-3694

問合せ

くすり学習館企画展
「山伏の祈りとくすり」展 催　し

番号を下記まで
②山岳信仰ハイキング（飯道山・庚
申山）�※申込不要▲

日時　10月27日（日）� �
9時10分～16時▲

集合場所　貴生川駅南口　� �
9時10分集合▲

行程　貴生川駅（集合）→飯道寺
→飯道山登山口→岩壷不動尊
→杖の権現→飯道山山頂→飯
道寺遺跡→飯道神社（昼食）→
修験行場体験→庚申山廣徳寺
→総社神社→貴生川駅（解散）▲

参加費　300円（保険代・資料代）▲

持ち物　お弁当、飲み物、保険
証、雨具など
甲賀市観光協会�
☎60-2690� Fax�60-2362�
�info@koka-kanko.org

問合せ
申込み

　聖武天皇が最初に大仏の建立を

郷
ふる

土
さと

の歴史を学ぶ
第１１回文化講座
「甲賀寺と近江国分寺」 催　し

▲

参加費（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）
☎・Fax�86-7551

問合せ
申込み

　ふるさと納税の制度を活用し、
地場産品の魅力を全国へ発信しま
せんか。▲

日時　10月15日（火）� �
（第１回）10時～12時� �
（第２回）13時～15時� �
※第１・２回とも同内容▲

場所
　甲賀市まちづくり活動センター
　「まるーむ」２階　多目的室１・２▲

内容
１．ふるさと納税とは
２．�新規ふるさと納税サイトにつ
いて

３．�地場産品の魅力的なＰＲ方
法について

４．�連続テレビ小説『スカーレッ
ト』関連商品の取り扱いに関
する注意点について

５．�ふるさと納税全般に関する
質疑応答▲

対象
１．�原則として市内に本社、支
社、事業所、工場などがあ
る法人、個人事業者様

２．�インターネット・メールを
使用して返礼品の受注業務
等が行える事業者様

３．�市内で栽培・加工・採取
等を行っている地域商材を
取り扱われている事業者様

※詳細は市ホームページまで
政策推進課�政策推進係�
☎69-2105� �
Fax�63-4554�
ホームページ
http://www.city.koka.
lg.jp/furusato-koka/

問合せ
申込み

ふるさと納税
新規サイト参入説明会 催　し

〜つらい介護はさようなら！
　知って得する楽々介護〜▲
日時　10月16日（水）� �
14時～15時▲

場所　みなくち診療所▲

定員　20人程度▲

申込方法　電話で下記まで
※参加費無料・要予約

みなくち診療所�
☎62-3346� Fax�63-1728

問合せ
申込み

計画した甲賀寺とその後の近江国
分寺についての謎に迫ります▲

日時　10月12日（土）� �
13時30分～16時10分▲

場所　黄瀬交流館�さらら大ホール▲

講師　松
まつ

浦
うら

俊
とし

和
かず

氏� �
（元大津市歴史博物館長）▲

定員　先着120人
※参加費無料・申込不要▲

主催　紫香楽宮阯保存会
紫香楽宮阯保存会�会長�雲林院�
☎090-8578-6059
（当日）黄瀬交流館�
☎83-0399

問合せ

※�汚れてもよい服装で当日現地に
お越しください。▲

主催　うしかい田んぼアート実
行委員会
甲賀市観光協会�
☎60-2690� Fax�60-2362

問合せ

 [No.337] 2019.10. １  [No.337] 2019.10. １25 24


