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甲賀市ホームページ
甲賀市

甲賀市facebook
甲賀市

　本市は令和元年10月で合併か
ら15年を迎えたことから、甲賀市
表彰式を実施します。▲

日時　11月9日（土）13時～15時30分▲

場所　あいこうか市民ホール▲

内容　【第１部】�表彰式　　
　【第２部】�滋賀県警察音楽隊演
奏会および中学校吹奏楽部
秘書広報課�秘書係�
☎69-2100� Fax�63-4619
総務課�総務統計係�
☎69-2120� Fax�63-4086

問合せ

市制施行１５周年
甲賀市表彰式 催　し

　VRによる職業訓練体験、ハロト
レアンバサダー（AKB48チーム
８）によるトークショー、ハローワー
ク等による個別相談も実施します。▲

日時　11月16日（土）� �
11時～16時▲

場所　イオンモール草津　２階
イオンホール
※参加費無料・申込不要

滋賀労働局�訓練室�
☎077-526-8608

問合せ

ハロトレ博
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。▲

日時　11月16日（土）10時～
11時40分（受付９時30分～）▲

場所　陶芸の森 信楽ホール▲

内容　� �
講演会�｢加害者になる前に被害

者だった～奈良少年刑務
所　絵本と詩の教室～」▲

講師　寮
りょう

美
み

千
ち

子
こ

さん（作家）
※参加費無料・申込不要
※駐車は第４駐車場をご利用ください。

人権推進課�人権教育室�
☎69-2150� Fax�63-4554

問合せ

第３回甲賀市
人権教育連続セミナー 催　し

　当院の医療について知っていた
だくためのイベントを開催します。▲

日時　11月9日（土）11時～15時▲

場所　公立甲賀病院�正面駐車場等▲

内容　手術体験、老人体験、栄
養指導、エコー（超音波検査）
体験・簡易骨密度測定、白衣の
試着、インボディ、肺年齢測定・
福祉介護用品展示・水口東中学
校・高等学校吹奏楽部による演
奏、甲賀消防による展示、子ど
もコーナー（屋外遊具など）、模
擬店（やきそば・豚汁・炊き込み
ごはん�など）　など
※申込不要

公立甲賀病院�総務課�
☎62-0234（代表）

問合せ

公立甲賀病院フェスタ
～地域の皆さんへ感謝  
を伝えたい～ 催　し

　見えなくて聞こえないってどんな
こと？一緒にお話しませんか。▲

日時　11月４日（月・振）� �
13時30分～15時30分▲

場所　まちづくり活動センター「まるーむ」
※参加費無料・申込不要

NPO法人しが盲ろう者友の会�
☎0748-31-2522� �
Fax�0748-31-2523

問合せ

盲ろう者と
交流しましょう 催　し

①しぜんさんぽ�(自然散歩)
　11月10日（日）14時～15時
②四季の昆虫観察会(冬編)
　11月24日（日）13時30分～15時▲

場所　みなくち子どもの森▲

対象　�①幼児から大人まで� �
②小学1年生以上▲

参加費　①無料�②１人50円▲

申込方法　� �
①申込不要（定員15人)� �
②電話で下記まで（定員15人）
みなくち子どもの森自然館�
☎63-6712� Fax�63-0466

問合せ
申込み

みなくち子どもの森の
催し 催　し

▲

日時　11月17日（日）� �
8時30分～12時20分▲

場所　鹿深夢の森とその周辺
（甲賀町大久保地先）▲

内容　避難所運営訓練、火災
防ぎょ訓練、土のう作製訓練、炊
き出し訓練、煙模擬体験、水消
火器による消火訓練、起震車に
よる地震体験、パネル展示等
※一般見学可能

危機管理課�防災危機管理係�
☎69-2103� Fax�63-4619

問合せ

甲賀市総合防災訓練
催　し

▲

日時　11月16日（土）13時30分
～16時30分（受付13時～）▲

場所　能登川コミュニティセンター
（東近江市躰光寺町262番地）▲

内容　� �
①バンド演奏MAE��G��BAND� �
②記念講演　講師 春

はる

やすこ氏� �
③排泄県民講座� �
　「知って得する介護のコツ！」

※参加費無料
※参加者には近江米「みずかが
み」プレゼント（数に限りあり）
医療福祉・在宅看取りの� �
地域創造会議事務局� �
（滋賀県医療福祉推進課内）�
☎077-528-3529� �
Fax�077-528-4851

問合せ

滋賀の医療福祉を守り
育てる県民フォーラム 催　し

　甲賀市・湖南市の高齢者および
障がい者（児）福祉施設の合同就職
説明会を開催します。その場で職
場見学、面接の予約をすることもで
きます。資格・経験のない方、お
子様連れの方、学生も大歓迎です。▲

日時　11月17日（日）13時～16時▲

場所　サンヒルズ甲西� �
（湖南市西峰町1-1）
※参加費無料・申込不要・入退場自由

福祉医療政策課�福祉総務係�
☎69-2157� Fax�63-4085

問合せ

福祉の仕事　
就職フェア 催　し

健康推進員だより　
２０１９健康セミナー ～自分の体を知ろう～ お知らせ

▲

日時　11月17日（日）�13時～
16時30分（受付�12時30分～）▲
場所　あいこうか市民ホール▲
内容　
　第1部　13時～14時30分
　講演「食はいのち�食はきずな」
　～肥満指導50年の中で学んだ
こと～▲

講師　武庫川女子大学� �
名誉栄養クリニック長

　管理栄養士　小
こ

西
にし

すず�氏　

　第2部　15時～16時30分
　【体験コーナー】� �
※体験によっては整理券が必要
　骨密度測定、血管年齢測定、
動体視力測定、耳年齢測定、
指ヨガ体験、認知症予防音楽
ケア体操、ストレスチェック、
体成分測定　等

　【健康推進員コーナー】� �
活動の展示、脳トレに挑戦

※参加費無料・申込不要▲

主催　甲賀市健康推進連絡協議会
甲賀市健康推進連絡協議会事務局（すこやか支援課�健康増進係）
☎69-2168　Fax�63-4085

問合せ

▲

日時　11月23日（土・祝）� �
13時～16時30分▲

場所　陶芸の森　信楽産業展
示館　信楽ホール▲

内容　� �
第１部　式典� �
第２部　記念セレモニー� �
・バイオリン演奏

　　藤
ふじ

原
わら

利
り

佳
か

さん、河
こう

本
もと

清
きよ

子
こ

さん��
・映画鑑賞「あの日のオルガン」

　　主演：戸
と

田
だ

恵
え

梨
り

香
か

※入場無料
信楽町文化協会�宇

う

田
だ

�
☎83-0767

問合せ

信楽町文化協会
設立５０周年記念式典 催　し

　「働きたい」「働き続けたい」という
難病の方を応援するセミナーです。▲

日時　11月23日（土・祝）� �
13時～16時▲
場所　甲賀保健所　大会議室▲

対象　甲賀市・湖南市の難病患
者・家族・支援者▲

定員　40人▲

申込方法　必要事項（氏名・電
話番号）を電話・FAXで下記まで▲

申込締切　11月15日（金）
※参加費無料

NPO法人�� �
滋賀県難病連絡協議会�
☎・Fax�077-510-0703

問合せ
申込み

難病の方を応援する
就労支援セミナー 催　し

▲

日時　11月20日（水）� �
14時～15時30分▲

場所　旧信楽保健センター�▲

定員　約20人▲

申込方法　電話・FAX・直接下

第８６回 信楽中央病院 健康塾
「糖尿病」糖尿病ってこわいの？ 催　し

記まで▲
申込締切　11月15日（金）
※参加費無料

信楽中央病院�
☎82-0249� Fax�82-3060

問合せ
申込み
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