
情報のまど 

近江中世城跡 
琵琶湖一周のろし駅伝 

　県内の城跡を昔の通信手段の「の
ろし」でつなぎ、琵琶湖を一周します。
彦根城で鉄砲隊の発砲によりスター
トし、市内５か所を経て県内４６か所
を約２時間かけてつないでいきます。 

日　時■11月23日（木・祝） 
　　　　10：00スタート 
市内5か所は10：40同時に上がります 
場　所■頓宮山城・佐治山城・岡山城・

岩尾山城・小川城 

●問　近江中世城跡保存団体連絡会 
　　「近江のろしの会」事務局　酒井 
　　　�/� 0749ー54ー1533

　たけのこ児童館（信楽西教育集会
所）では、紫香楽天体観測同好会の
協力を得て天体観望会を実施します。
今回は上弦すぎの月や秋の星座を中
心に観察を行います。雨天等で星が
見られない場合は星や星座に関する
お話や実習をしていただきます。 

日　時■11月29日（水）19：30～21：00 

場　所■たけのこ児童館 

※参加ご希望の方は当日直接お越し

ください。 

●問　たけのこ児童館（信楽西教育集会所） 
　　〒529-1831　信楽町西349-4 
　　� 82ー2361　� 82ー3616 
　　有線　7006

たけのこ児童館 
天 体 観 望 会 

第2回  甲賀市美術展覧会 

　広く市民の文化芸術への関心を高め、
創作作品の発表と鑑賞の機会を設け、
市民が明るく楽しい文化生活を実現
することを目的として開催します。 

会　期■平成19年3月3日（土）～11日（日） 
場　所■あいこうか市民ホール 

碧水ホール 
出品資格■甲賀市、湖南市内に在住ま
たは通勤・通学する方（中学生以下は
除く） 
展示部門■①平面　　②立体 
　　　　　③工芸　　④書　⑤写真 
出品点数■各部門とも一人につき１点

まで 
出品料■作品1点につき500円 

※詳細については決まり次第お知ら
　せします。 

●問　甲賀市美術展覧会実行委員会 
　　文化振興課内（あいこうか市民ホール） 

  � 62ー2626　� 62ー2625

日　時■12月1日（水）　9：00集合 
集合場所■逢坂ビル前 

（JR大津駅から徒歩１分） 
見学先■午前に1社、午後に2社を予定 
解散場所■同ビル前17：00頃 
参加資格■1．現在求職活動中の方 

　（学生を除く） 
2．製造・技術・専門・事
務の職種（予定）を希望
される方 

持ち物■弁当、筆記用具 
募集定員■20名 
申込方法■郵送、電話、FAXでお申

し込みください。 
申込期限■11月27日（月）正午まで 
※ 参加の可否については、１１月２９日
（水）までにはがきで連絡します。 

●問 ●申　滋賀県中小企業団体中央会 
　　　　地域求職活動援助推進室 
〒５２０-０８０６  大津市打出浜２-２９  SKホール２F 
　　� 077ー525ー1189 
　　� 077ー525ー1190

職場見学会参加者募集 

こころの健康フェスタ 
～精神障がい者を理解するつどい～ 

　心地よい歌を心に響かせる自然体
の音楽体験をしてみませんか。入場
は無料です。皆さんのご参加をお待
ちしています。 

日　時■12月9日（土）13：00～16：00 
　　　　（受付12：30～） 
場　所■碧水ホール 
内　容■ヴォイストレーナーによるワー

クショップ、ステージ発表など 

●問　こころの健康フェスタ 
　　　　　実行委員会事務局 
ゆとりあ　内藤 

 � 86ー6906　� 86ー6942 
ワークステーション虹　井上 

　� 75ー1220　� 75ー1231 

滋賀県精神保健福祉協会 
　　�/� 077ー567ー5250

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【12月の開催予定日】 

●信楽中央公民館　1日（金） 
・クリスマス・リース作り 
●信楽中学校温水プール　8日（金） 
・温水プール見学 
●信楽高原鐵道信楽駅　15日（金） 
・サンタ列車 
●信楽中央公民館　22日（金） 
 ★ 迎春アレンジメントフラワー 

●問 　信楽中央公民館 
　　� 82ー8075　� 82ー2463

【12月の開催予定日】 

●ホッとスペース 
　　  4日（月）甲賀町佐山荘 
　　18日（月）上野教育集会所 
　※親子自由遊びをします 
●あそぼう広場（にんくる児童館） 
　　  6日（水）くつ下づくり 
　　13日（水）お誕生会 
　　20日（水）クリスマス会 

●問 　かふか生涯学習館 
　　� 88ー4100　� 88ー5055

《開催時間　午前10：00～12：00》 

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【12月の開催予定日】 

水口子育て広場 
　　　おしゃべりサロン 
水口子育て広場 
　　　おしゃべりサロン 

●水口中央公民館　5日（火） 
・クリスマス絵本を作ろう 
●貴生川公民館　7日（木） 
・オリジナル・リース作り 
●岩上公民館　14日（木） 
・音を楽しむ〈子育てに音楽を〉 
●貴生川公民館　21日（木） 
・自由遊び 
●伴谷公民館　22日（金） 
・クリスマス・ミニミニショー 
●柏木公民館　26日（火） 
・小学生と遊ぼう～冬休み編～ 
※各講座は、１１時から始まります。開始
前はおもちゃと絵本で親子自由遊びの
時間です。 
※予定は変更になる場合があります。詳
しくは、各公民館に設置のちらしをご覧
ください。 

●問 　生涯学習課  青少年対策室 
　　� 86ー8022　� 86ー8380

対象：市内の未就学児とその保護者 
★印の講座のみ予約をお願いします。 

　もうすぐお正月の準備が始まります。
今年はしめ縄を自分で作り、玄関に
飾りませんか。 

日　時■12月17日（日）13：00～15：00 
定　員■20名（先着順） 
参加費■無料 
申込方法■電話・FAXで下記までご

連絡ください。 

●問 ●申 　甲南ふれあいの館 
　　　　�/� 86ー7551

甲南ふれあいの館 
なつかしの体験教室しめ縄づくり 

11月25日（土） 
「明るさの変わる星（アルゴルとミラ）」
　ペルセウス座のβ（ベータ）星・アル
ゴルとくじら座のο（オミクロン）星・ミ
ラをみなさんはご存知ですか。 
　アルゴルは、普段は２等星ですが、
約３日おきに３等まで暗くなる星です。
また、ミラは約３００日で２等から１０
等まで明るくなったり暗くなったり
を繰り返す星です。 
　どちらも、明るさを変える「変光
星」で、肉眼でもその明るさの変化
をみることができます。 

場　所■かふか生涯学習館 
時　間■19：30～21：30 
受　付■下記までお電話ください 

●問 ●申　かふか生涯学習館 
　　� 88ー4100　� 88ー5055

天 体 観 望 会 

催　　し 

甲南ふれあいの館 
稲わらの生活具展 
い な  

　今回は「藁仕事」をテーマに展示
します。昔は正月から春にかけての
農閑期にワラジ編みやムシロ織りな
ど日常で使用するものを各家庭で製
作しました。ぜひお立ち寄りください。 

期　間■11月18日（土）～2月25日（日） 
開館時間■9：00～17：00 
休館日■月曜日（祝日の場合はその翌日） 
　　　　12月26日（火）～1月3日（水） 
入館料■無料 

●問　甲南ふれあいの館 
　　　�/� 86ー7551

わら 

第4回  こうか産業フェア 

日　時■11月19日（日）9：30～16：00 
場　所■鹿深夢の森 
内　容■模擬店、展示即売会、野外ライ

ブ、もちまき、ふれあい動物園、
子ども向けアトラクション
など 

※「もちまつり」も同時開催します。 

●問　甲賀町商工会 
　　� 88ー2370　� 88ー5391

平成18年度  水口商工まつり 

日　時■11月26日（日）10：00～15：30 
場　所■水口社会福祉センタ－及び駐

車場 
あいこうか市民ホール東側駐車場 

テーマ■「産業と防災のまち 
　　　　　　水口商工まつり　2006｣ 
出店内容■ 
産業フェア 
　（企業紹介、製品の展示即売会等） 
場所■水口社会福祉センタ－ 
商工フェア（防災フェア） 
　（食べ歩き街道、産業コ－ナ－、お祭り広場） 
場所■水口社会福祉センタ－前駐車場 

あいこうか市民ホール東側駐車場 
甲賀市わんぱく相撲水口場所 
場所■水口商工まつり特設会場 

●問　水口町商工会 
　　� 62ー1676　� 63ー1052

第37回  甲賀湖南 
交通安全誓いの集い 

　交通安全はみんなの願いです。家
庭・地域・職場において、一人ひと
りが交通事故防止に取り組み、交通
事故撲滅を目ざし開催します。入場
は無料です。多数のご参加をお待ち
しています。 

日　時■11月26日（日）13：30～ 
場　所■あいの土山文化ホール 
内　容■第１部　交通安全関係表彰式 

第2部　アトラクション 
　　　・鈴鹿馬子唄 
　　　・滋賀県警察音楽隊
　　　　による音楽演奏 
　　　・抽選会（自転車が
　　　　当たります） 

主　催■甲賀湖南交通安全協会 
　　　　甲賀湖南安全運転管理者協会 

●問　甲賀湖南交通安全協会事務局 
　　�/� 63ー5671 
　　市民生活課 

  � 65ー0686　� 63ー4582

みなくち子どもの森 
しぜん学習会　12月 
「リースをつくろう」 

　園内を自然観察した後、自然の材
料でリースをつくります。（ただし、
当日は予め準備した材料を使います） 

日　時■12月2日（土） 
　　　　小学校3年生以上 
12月3日（日）幼児の方も可 
9：00～12：00（雨天決行） 

集合場所■みなくち子どもの森自然館 
2階講習室 

定　員■子ども～大人　各回30名（先着順） 
小学生未満は保護者同伴で、
小学生のみの参加は送迎を
お願いします。 

持ち物■野外用の服装・手袋・帽子 
参加費■500円（材料費） 
申込期限■11月30日（木） 
申込方法■参加者全員の住所、氏名、

年齢、電話番号を下記まで
ご連絡ください（FAXで申
し込まれた場合は返信をさ
せていただきます。FAX番
号を明記ください） 

●問●申　みなくち子どもの森自然館 
　　� 63ー6712　� 63ー0466

■12月2日（土） 
・第6回プララミュージックフェア 
10時開演 

　ゲスト：亀山　薫（レイチェル） 
■12月9日（土） 
・「イルミネーション光の輝き 
　　音と光のプロムナード2006」 
今年はどんな風にプララを飾り
つけようか？ 

■12月13日（水） 
・第2回大忍にん寄席 

出演：桂三枝、桂きん枝、桂文枝一門他 
■12月23日（土） 
・プララでライブ 
市内のバンドが出演！ 

■12月3日（日）～9日（土） 
・第6回  湖の来た道展（9：00～17：00） 
琵琶湖の軌跡（名張…伊賀…甲賀
…大津）に在住する美術作家の作
品展示です。 

■平成19年1月下旬予定 
・第9回忍にん寄席（杉谷公民館） 
■2月4日（日） 
・円　広志 
　とんでとんで　トーク＆ライブ 

楽しいトークと、「夢想花」の熱唱が… 
「忍の里プララ」では市民の参
加と交流の場として企画運営を
開催しています。 

●問　忍の里プララ（甲南情報交流センター） 
　　� 86ー1046　� 86ー8119

「忍の里プララ」12月以降の催し 
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