
「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　2月22日（土）� �
14時～16時30分▲

場所　まちづくり活動センター� �
「まるーむ」▲

内容　本人・家族による体験発表、
講演「お酒で悩んでいませんか」

　講師：水口病院医師 安
あん

東
どう

�毅
つよし

氏
※参加費無料・申込不要

滋賀県断酒同友会事務局�
☎・Fax�0748-72-3792

問合せ

普及啓発事業 市民公開
セミナー「あなたは、お酒
で悩んでいませんか」 催　し

　プラバン工作で、ブローチやキー

ホルダーを作ります。

▲

日時　２月19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

▲

服装　汚れてもよい服

▲

定員　先着８組

▲

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
『プラバン工作』 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
ることができるイベントを開催します。▲

日時　2月18日(火)～21日(金)��
10時～17時▲

場所　平和堂アル・プラザ水口▲

内容　ストレスチェック� �
健康相談・リラクゼーション指導
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

　偏光フィルムを使って美しい色
が現れるステンドグラスを作ります。▲

日時　２月16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・
お子様）、連絡先電話番号を明記▲

申込締切　２月12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
第３回「偏

へ ん

光
こ う

ステンド
グラス」づくり 催　し

　なつかしのアナログレコードを
みんなで楽しみましょう。▲

日時　２月９日（日）10時～17時▲

場所　旧水口図書館� �
（水口小学校校門横）
※申込不要・参加費無料

稚
わか

木
ぎ

の会
かい

�森
もり

田
た

☎080-3111-7219
ホームページ 
http://kyutosyo.exblog.jp/
�m.kyutosyokan@gmail.com

問合せ

ヴォーリズ建築旧水口
図書館バレンタイン企画
レコードコンサート 催　し

▲

日時　２月８日（土）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� �
1.�｢甲賀の城の魅力」

　　�滋賀県立大学教授 中
なか

井
い

�均
ひとし

氏��
2.�｢戦国の城の魅力」

　　�城郭ライター 萩
はぎ

原
はら

�さちこ氏� �
パネルディスカッション

※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４回 「甲賀流・戦国
の城を楽しむ」 催　し

　若者ならではのアイデアとSDGs
の視点を取り入れながら、市の魅
力を発信するため、立命館大学の
学生たちが１カ月間市内に定住し
活動した成果報告会を開催します。▲

日時　２月４日（火）� �
10時～11時30分� �
（受付９時30分～）▲

場所　まちづくり活動センター
「まるーむ」２階多目的室
※申込不要

詳細は
特設サイトまで

政策推進課�政策推進係�
☎69-2105� Fax�63-4554

問合せ

「ふるさとＳＤＧｓ～甲賀
でつながる３０日～」
成果報告会 催　し

　市の地場産業を学んでいる信楽

高校と甲南高校が連携して、高校

生が窯業や茶業、薬業に関する展

示や体験教室を行います。

▲

日時　２月16日（日）11時～15時

▲

場所　くすり学習館

▲

内容　� �

窯業
　（信楽高校・セラミク系列）
　茶業� �
（甲南高校・生物と環境系列）
　薬業� �
（甲南高校・バイオとかがく系列）

※申込不要・参加費無料

甲南高校・森
もり

田
た

�

☎86-4145� Fax�86-4983
問合せ

甲賀市地場産業
高校フェア 催　し

▲

日時　２月16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
しぜんさんぽ 催　し

　公募した平面、工芸・立体、書、
写真の４部門の入賞・入選作品を
展示。会期中のウェルカムコンサー
トや作品講評会も参加無料です。▲
日時　２月29日（土）～３月８日（日）��
９時～17時� �
※８日（日）は16時まで� �
※２日（月）は休館

　ウェルカムコンサート� �
２月29日（土）14時30分～� �
あいこうか市民ホールホワイエ

　出演：�アカペラコーラスグループ
　　　　「B

ブ レ ス

LESS」
　作品講評会
　３月８日（日）14時10分～15時40分▲

場所　書、工芸・立体部門／� �
あいこうか市民ホール� �
平面、写真部門／碧水ホール

※入場無料
甲賀市美術展覧会実行委員会事務局
（あいこうか市民ホール内 月曜休館）�
☎62-2626� Fax�62-2625

問合せ

第１５回
甲賀市美術展覧会 催　し

　土山学区自治振興会が作成した
土山の歴史や名所の描かれた楽し
いかるたを展示しています。▲

日時　�２月28日（金）まで� �
※土日・祝日を除く▲

場所　土山地域市民センターロビー
土山地域市民センター�
☎66-1101� Fax�66-1564

問合せ

あいの土山
宿場かるた展 催　し

ひなかざりをつくってみよう
　壁にかけるひな飾りを作ります。▲

日時　２月28日（金）� �
10時30分～11時30分▲

定員　先着８組程度▲

持ち物　飲み物・タオル・シー
ルなどの飾り▲

申込締切　２月21日（金）
親子リズムあそび
　おうちの人や友だちと一緒に音に
合わせて体を動かして楽しみます。▲

日時　３月12日（木）� �
10時30分～11時30分▲

定員　10組程度▲

持ち物　飲み物・タオル親子分▲

申込締切　３月10日（火）
・・・・・・共通事項・・・・・・▲

対象　未就学児と保護者▲

場所　たけのこ児童館� �
（信楽・西教育集会所）▲

申込方法��直接・電話・FAXで下記まで
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
催　し

　外国につながる子どもたちが地
域の未来を担っていくために、現
状や課題を共有するとともに関係
者が果たす役割は何かについて考
える機会とします。▲

日時　２月23日(日・祝)� �
13時30分～16時▲

場所　市役所別館�101会議室▲

内容　事例発表、パネルディスカッ
ション他（講師・コーディネーター：
京都教育大学�教授�浜

はま

田
だ

麻
ま

里
り

氏）▲

定員　60人　※入場無料
甲賀市国際交流協会事務局�
☎63-8728� Fax�70-6468
�mifa@mx.biwa.ne.jp

問合せ
申込み

グローバルセミナー 2019
外国につながる子どもたちと
ともに拓く地域の未来 催　し

　パワー炸裂のジュニアダンス、
魅せる講師のヒップホップ・ジャズ
ダンスをたっぷりご堪能ください。▲

日時　２月23日（日・祝）� �
13時開演(12時30分開場)▲

場所　あいの土山文化ホール▲

出演者　つちやまジュニアダンス
スクール・Dance�studio�gato・�
伊藤由利子＆紅葉＆YUNA・Jin�
【司会】ALISA
※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

Dance Recital 2020 
in AINOTUCHIYAMA 催　し
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