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INFORMATION

掲載している催し等は、8月20日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症
の影響により、中止・延期している場合があります。

　公民館では次の講座、教室の受講生を募集します。身近な場所で生涯
学習をはじめませんか。内容については開催場所の公民館まで
●受付時間　火曜日～土曜日（祝日除く）８時３０分～１７時１５分

講座・教室名 日時 開催場所・申込先 対象・定員 受講料 募集期間

夜
よ ぞ ら

空旅
た び と

人 
「木星も土星も
みられます！」

9月26日（土）
19時30分～
21時30分

かふか
生涯学習館

対象）
どなたでも
定員）
先着20人

無料
9月15日（火）
～25日（金）
17時まで

講座・教室名 日時 対象 受講料 その他

夢の学習 毎週土曜日
午前

市内在住の方
（会員登録必要） 無料

ニュースポーツや料理、囲碁・将
棋など多くの講座があります。
詳しくはチラシやホームページ
をご覧ください。

検索

かふか生涯学習館　☎88-410０　Ｆax88-5055問合せ・申込み

地域で創る土曜日  夢の学習（月・火曜休）  ☎70-2349  Ｆax70-3180問合せ

甲賀市公民館講座　受講生募集
募  集

　運動不足解消にラケットを握り
ボールを追いかけてみませんか。
初心者も大歓迎です。
●日時
　9月30日、１０月7日、21日、２8日、

１１月4日、１1日、１8日、２5日
　（いずれも水曜）２０時～２１時３０分
●場所　水口体育館
●対象　市内の１９歳以上
●定員　先着２０人
●参加費　計８回　３，０００円
●持ち物　体育館シューズ、ラケット
（あれば）、運動のできる服装

●申込方法　電話で下記まで
●申込締切　９月２５日（金）
※定員になり次第締切

（一社）甲賀市スポーツ協会
事務局
☎８６-２３４３　Ｆax８６-２４４３

（一社）甲賀市スポーツ協会
ソフトテニス教室
受講生募集 募  集

問合せ
申込み

●対象　市内在住・在勤で、令和２年４月１日現在１５歳以上４５歳未満の勤労
青少年（中高生および大学生は除く）

●受付期間　９月７日（月）～１８日（金）（平日９時～２０時）申し込み状況により
受付期間を延長することがあります。

●受付場所　サントピア水口　勤労青少年ホーム窓口（電話・代理での申し
込み不可）

※詳しくは下記または市ホームページまで

勤労青少年ホーム　☎６３‐２９５２　Ｆax６３‐６７８８

内容 日時 定員
（先着順） 受講料 講師

ヨガ教室
１０月８日、１５日、２２日、２９日、
１１月５日の  木曜　全５回
１９時３０分～２１時

15人 1,500円 糸
い と め

目先生

初級英会話
教室

１０月６日、１３日、２０日、２７日、
１１月１０日の 火曜　全５回
１９時～２１時

5人 1,500円 中
なかむら

邨先生

脂肪燃焼・
キレイな姿勢で
疲労回復教室

１０月７日、１４日、２１日、２８日、
１１月４日の 水曜　全５回
１９時３０分～２１時 

15人 1,500円 杉
すぎもと

本先生

暮らしの
ハーブ学

入門講座教室

１０月９日、１６日、２３日、３０日、
１１月６日の 金曜　全５回
１９時３０分～２１時 

7人

受講料）
1,500円
材料費）
3,000円

竹
たけなかじま

中島先生

サントピア
勤労青少年ホーム秋の教室　受講生募集

問合せ

募  集

●日時　１０月４日（日）
　9時３０分～競技開始
●場所　甲賀市陸上競技場
　（水口スポーツの森）
●対象　市内在住・在勤・在学の方
　小学生・中学生・高校生・一般
●申込方法　申込用紙を下記まで
●申込締切　９月１１日（金）１７時
※申込用紙、詳細はホーム

ページまたは下記まで
（一社）甲賀市
スポーツ協会事務局
☎８６‐２３４３　Ｆax８６‐２４４３
ＨＰ https://kokataikyo.
jimdo.com/

第17回
甲賀市民体育大会
参加者募集 募  集

問合せ
申込み

　手話に興味のある方、今後、手話の学習を始めてみようと思われる方、聴覚
障がい者に対する理解を深め、手話の基礎知識やコミュニケーションについ
て学んでみませんか。
●日時　９月２９日～令和３年２月２４日（毎週火曜※祝日時は翌水曜）
　１９時～２１時（天候等による順延あり）
●場所　市役所別館
●対象　市内在住・在勤で１８歳以上の方（高校生除く）
　全日程に出席できる見込みの方
　手話の学習経験がない、または学習経験が概ね１年未満の方
●定員　３０人（申込多数の場合は未経験者優先）
●申込方法　申込書（市ホームページからダウンロード可。市役所・各地域市

民センター等にも設置）を郵送・ＦＡＸ・メールで下記まで
●申込締切　９月７日（月）必着
●決定通知　９月中～下旬に決定通知を郵送します。
※参加無料（別途テキスト代税込３,３００円が必要）

障がい福祉課　自立支援係
〒528-8502 水口町水口6053番地
☎６９‐２１６１　Ｆax６３‐４０８５　koka10253800@city.koka.lg.jp

２０２０年度甲賀市手話奉仕員養成講座
（前期）受講生募集

問合せ
申込み

募  集

　滋賀県司法書士青年会による養育
費に関する電話相談会が開催されま
す。本相談会は、全国青年司法書士
協議会が日本司法書士連合会と共催
で行われます。養育費に関するお困り
ごとがある方はぜひご相談下さい。
●相談番号
　フリーダイヤル  0120-567-301
●日時　９月１２日（土）１０時～１６時
※相談無料・秘密厳守・予約不要

滋賀県司法書士青年会
（担当：高

たかすぎ
杉）

☎０７４８‐７８‐０７１１

全国一斉　司法書士に
よる手続き支援のため
の養育費相談会 お知らせ

問合せ

　薬草を活かした忍者の知恵を学習し、体験する連続講座の受講生を募集します。
連続講座プログラム　　●時間　すべて１０時～１２時

※連続講座のため、原則、全回の受講を基本とします。（都合のよい回のみの受講も可）
※受講料は回ごとに徴収します。
●対象　市内在住・在勤・在学の１８歳以上の方
●定員　先着２０人、第６回公開講演会は別途募集します。
●申込方法　電話・ＦＡＸ・メールで下記まで （住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記のこと）
●申込締切　９月２５日（金）１７時まで

くすり学習館　☎８８-８１１０　Ｆax7０-３６９４　 info@kusuri-gakushukan.com

回 開催日 内容 場所 受講料

1 １０月  4日（日） 講話「忍者とくすり」と薬研体験
●講師／県立甲南高校教諭 森

も り た

田和
か ず ゆ き

行先生 くすり学習館 200円

2 １０月１１日（日） 現代人にも活かせる忍者ハーブティーを作ろう
●講師／ハーブインストラクター 竹

た け な か じ ま

中島みちよ先生 くすり学習館 1,000円

3 １０月１7日（土）
フィールドワーク、里山の薬草に会いにいこう
●講師／ハーブインストラクター 竹中島みちよ先生
　　　　みなくち子どもの森 河

か わ せ

瀬学芸員
みなくち子どもの森 200円

4 １０月２５日（日） 忍者に学ぶ、和の七味の健康効果・薬草七味を作ろう
●講師／ハーブインストラクター 竹中島みちよ先生 くすり学習館 1,000円

5 １１月  １日（日） 忍者と香り、和のアロマテラピー・薬湯を作ろう
●講師／ハーブインストラクター 竹中島みちよ先生 くすり学習館 1,000円

6 １１月  ８日（日） 公開講演会　「忍者・忍術と本草学」
●講師／三重大学名誉教授　山

や ま も と

本好
よ し お

男先生 甲賀農村環境改善センター 無料

甲賀忍者に学ぶ薬草健康術連続講座　受講生募集
募  集

問合せ
申込み
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