
「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

　難病という病気の特徴や必要な
支援について、医師の講義や実際
に活動されているボランティアの
方からのお話を通して、難病支援
ボランティアについて学びます。▲

日時　12月13日（金）� �
13時～15時30分▲

場所　甲賀健康福祉事務所� �
（甲賀保健所）▲

定員　約30人▲

申込方法　電話（平日9時～17
時）・メールで下記まで▲

申込締切　12月6日（金）
※参加費無料

滋賀県難病相談支援センター 
☎077-526-0171 
�sigananbyo@ex.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

“難病”について学んで
みませんか　難病支援
ボランティア養成講座参加者 募  集

▲

日時　12月18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
記まで▲

申込締切　12月13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87回 信楽中央病院
健康塾 脂質異常

「いい脂、悪い脂何のこと？」 催　し

　工作・パネルシアター・ゲーム
などを楽しみます。▲

日時　12月18日（水）� �
10時30分～11時30分▲

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▲

材料費　100円▲

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

問合せ
申込み

かえで子育て広場
『お楽しみ会』 催　し

　「健康寿命を延ばそう！」を目的
に、健康に関する体験を通して、
自分の体を知ることのできるイベン
トを開催します。▲

日時　12月17日（火）～20日（金）��
10時～17時▲

場所　平和堂アル・プラザ水口▲

内容　
〇健康相談、栄養相談
〇理学療法士による運動指導・�
体力測定・ロコモティブシン
ドロームチェック体験（13時～
17時）

〇骨密度測定・体成分測定
※参加費無料・申込不要

すこやか支援課 健康増進係 
☎69-2168 Fax 63-4085

問合せ

健康ステーション
催　し

しぜんさんぽ▲

日時　12月15日（日）14時～15時▲

対象　幼児から大人まで
※参加費無料・申込不要（定員15人）
えとの工作「走るねずみ」▲

日時　12月21日（土）� �
13時30分～15時▲

対象　小学1年生以上▲

参加費　500円▲

申込方法　下記まで（定員10人）
門松の材料を里山で集めよう▲

日時　12月22日（日）� �
9時30分～12時30分▲

対象　小学4年生以上▲

参加費　100円▲

申込方法　下記まで（定員15人）
地層化石講座▲

日時　1月11日（土）・12日（日）
両日とも10時～15時▲

対象　小学1年生以上� �
（小学3年生以下は保護者同伴）▲

参加費　300円▲

申込方法　12月20日（金）まで
に参加者全員の氏名・学年・住
所・電話番号をハガキ・FAX・
メールで下記まで。定員15人）

みなくち子どもの森自然館
〒528-0051　  
水口町北内貴10番地 
☎63-6712 Fax 63-0466
�koka30104600@city.koka.lg.jp

問合せ
申込み

みなくち子どもの森の
催し 催　し▲

日時　12月8日（日）
　午 前の部　10時～12時� �
クリスマス工作、紙芝居

　午 後の部　� �
14時～15時（開場13時30分）��
チェロ演奏� �
（チェロ演奏：和

わ

田
だ

義
よし

正
まさ

さん� �
 伴奏：和

わ

田
だ

ゆう子
こ

さん）▲

場所　旧水口図書館� �
（水口小学校校門横）▲

定員　クリスマス工作20人、� �
チェロ演奏40人

※クリスマス工作のみ材料費50円必要▲

申込方法　メール・電話で下記まで
稚
わ か

木
ぎ

の会　森
も り

田
た

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

問合せ
申込み

ヴォーリズ建築　
旧水口図書館企画
おいでよ！クリスマスイベント 催　し

　信楽焼の花器を活用して生花展
を開催しています。素晴らしい生
花の作品をご鑑賞ください。▲

日時　12月６日（金）～17日（火）��
９時～17時

信楽伝統産業会館 
☎82-2345 Fax 82-2551

問合せ

信楽伝統産業会館
企画展
花器と生花展Ｐａｒｔ２ 催　し

　甲賀を訪れる方に地域の魅力を
発信するボランティアガイドを募集
しています。そこで、ガイドのス
キルアップ研修会を実施します。▲

日時　12月3日（火）13時30分～▲

場所　甲南公民館　大会議室▲

講師　国際忍者研究センター
　　　　高

たか

尾
お

喜
よし

希
き

准教授▲

内容　伊賀・甲賀忍者について
※参加費無料・申込不要

甲賀市観光協会 
☎60-2690 Fax 60-2362

問合せ

ボランティアガイド
研修会 催　し

第１回葉脈のストラップつくり
　植物の葉脈でストラップを作ります。▲

日時　12月15日（日）10時～12時▲

場所　くすり学習館▲

定員　親子20組（40人）▲

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　12月11日（水）
※参加費無料

くすり学習館 
☎88-8110 Fax 70-3694

問合せ
申込み

親子ものつくり教室
催　し

▲

日時　12月21日（土）� �
14時～15時30分頃▲

場所　公立甲賀病院�2階�講堂▲

内容　講演� �
「パーキンソン病について」▲

講師　脳神経内科部長 大
おお

井
い

二
じ

郎
ろう

▲

定員　120人
※参加費無料・申込必要

公立甲賀病院 地域医療連携部 
☎ 62-0234（代） 
Fax 62-5273

問合せ
申込み

第69回 
公立甲賀病院 健康講座 催　し

▲

日時　12月22日（日）13時30
分～16時30分（開場13時）▲

場所　碧水ホール▲

内容　
•基調講演「秀吉を支えた奉行たち」��
九州大学教授 中

なか

野
の

等
ひとし

氏
•パネルディスカッションや� �
紙芝居「水口岡山城」の公演

※参加費無料・申込不要▲

主催　水口ロータリークラブ
甲賀市観光協会 
☎60-2690 Fax 60-2362

問合せ

甲賀流戦国歴史講演
第２回

「甲賀と豊臣政権」 催　し

　あいの土山文化ホールの至宝 ス
タインウェイ＆サンズ社製 D-274
型コンサートグランドピアノが奏で
る音色。ベートーベン、ドビュッシー
らの名曲や久

ひさ

石
いし

譲
じょう

、松
まつ

任
とう

谷
や

由
ゆ

実
み

等
のポップスなど、盛りだくさんのプ
ログラムでお贈りします。▲

日時　12月22日（日）� �
13時開演(12時30分開場)▲

場所　あいの土山文化ホール▲

内容　スタインウェイピアノの
演奏（ソロ・連弾・ピアノを主体
とするアンサンブル等）でつなぐ
コンサート
※入場無料

あいの土山文化ホール  
（月曜休館） 
☎66-1602 Fax 66-1603

問合せ

ピアノリレーコンサート
催　し

▲

日時　1月12日（日）
　 • 開場・受付　13時30分
　 • 第１部　14時～14時30分
　　　記念式典　
　 • 第２部　14時30分～16時予定
　　　記念イベント～新成人の集い▲

場所　あいこうか市民ホール▲
対象　平成11年4月2日～平成
12年4月1日生まれの方▲

その他　
　 •  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

社会教育スポーツ課   
青少年育成係 
☎69-2248 Fax 69-2293

問合せ

令和２年（2020年）
甲賀市成人式 催　し

▲

日時　1月11日（土）� �
10時～11時30分▲

場所　かえで会館▲

対象　市内の小学生▲

定員　先着12人▲

材料費　200円▲

持ち物　エプロン・三角巾・マ
スク・上靴・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

わくわく☆
チャレンジクラブ

『人参ケーキ作り』 催　し

　はるか1100年前の平安絵巻を
再現する「斎王群行」平安衣装を身
にまとい群行に参加してみませんか。▲

日時　3月22日（日）12時～▲

場所　大野小学校～垂水斎王
頓宮跡▲

対象　平成19年4月1日以前に
生まれた方。女性配役は、2月
9日（日）午後開催予定の舞練習
に参加できる方に限ります。▲

募集配役　� �
[女性配役] 斎王・女別当・命婦・
内侍・采女・女嬬� �
[男性配役] 火長・白丁・執物舎
人・輿丁・雑色・陪従▲

申込方法　市内施設に備付けの
申込用紙に必要事項を記入の
上、下記まで▲

申込締切　12月26日（木）必着
※参加費無料

あいの土山文化ホール  
（月曜休館） 
☎66-1602 Fax 66-1603

問合せ
申込み

第23回
あいの土山斎王群行
出演者 募  集

▲

募集期間　� �
12月2日（月）～16日（月）

　募集案内は、12月2日から住
宅建築課、および旧支所である
甲賀大原・土山・甲南第一・信
楽地域市民センターで配布します。
また、市ホームページでもご覧い
ただけます。▲

申込方法　� �
所定の申込用紙で下記まで

住宅建築課 公営住宅係 
☎69-2212 Fax 63-4601

問合せ
申込み

市営住宅入居者
募  集
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