
情報のまど 

8月19日（土）「天の川をみよう」 
　日中の厳しい暑さが遠のくころ、見上
げれば満天の星空の中に美しい光の帯が
姿を現します。天空に流れる川のように
見えることから、昔の人はこれを「天の川」
と名づけました。眼が夜空の暗さに慣れ
るころ、南から北へ流れる天の川が見え
てきます。 
　悠久の時空に思いをはせて、星の光を
楽しみましょう。 

※天候により中止する場合があります。 

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

天体観望会のお知らせ 
　精神障がい者が地域で安心して生
活していくには、偏見・差別がまだ
まだ大きく、正しい知識の啓発と普
及が必要です。 

日　時■9月1日（金）  13：30～15：00 
　　　　（受付13：00～） 
場　所■南部振興局甲賀県事務所 
　　　　（甲賀保健所）１階大会議室 
内　容■「統合失調症と薬物治療」 

講　師■田中  和秀　医師（公立高島
　　　　病院、滋賀里病院勤務） 
受講料■無料 
申込方法■下記までハガキまたは電話・
　　　　　ＦＡＸにてお申し込みくだ
　　　　　さい。 
主　催■甲賀地域精神障害者家族会 
　　　　「のぞみ会」 
　　　（社）甲賀・湖南人権センター 

●問 ●申 南部振興局甲賀県事務所 
　地域健康福祉部（甲賀保健所） 
　　　　担当：馬場　 
〒５２８-８５１１　水口町水口６２００番地 
　　��63ー6148　��63ー6142

第3回　精神保健福祉講座 

たなか    かずひで 

　東海道４９番目の宿として栄えた土山宿。
その情報発信の拠点である東海道伝馬館
前広場を主会場に宿場情緒を全面に出し
て「あいの土山宿場まつり」を今年も開
催します。 
　好評のかごかきレースに街道綱引、土
山宿を巡り歩きながら楽しめるまちかど
博物館にスタンプラリー、豪華景品の当
たるビンゴゲームもあります。 
　感動の一日を楽しく愉快に過ごしましょ
う。皆さんのご来場をお待ちしています。 

日　時■9月3日（日）  10：00～17：00 
会　場■東海道伝馬館前広場他 

●問  あいの土山宿場まつり実行委員会 
　　事務局（土山支所地域振興課） 
　　��66ー1102　��66ー1564

あいの土山宿場まつり 

秋の一日　ＪＡＺＺとオカリナ演奏の街角に！ 
　毎年信楽の野外で開催されていた催しで、
今年は碧水ホールで開催します。ジャズ、
ボサノバ、オカリナなど多数のライブ演
奏の他、地域アーティストの雑貨、陶器、
楽器などの販売ブース、餅つきもあります。
一日ゆったりお過ごしください。 

日　時■9月3日（日）　11：00開演 
場　所■碧水ホール 
入場料■大学生以上　1,500円 
　　　　中高生　　　1,000円 
　　　　小学生以下　無　　料 

●問 碧水ホール 
　　��63ー2006　��63ー0752 
　　E-mail hekisuih@city.koka.shiga.jp

第8期碧水ホール 
ライブハウス化計画 

募　　集 

　「親と子なかよしふれあい広場」
秋シリーズの参加者を募集します。
体育館を全面に使用し、広い場所で
親子の全身運動（体操・ボールなど）
や、ふれあい遊びでスキンシップを
はかります。 
※年齢は、９月１日現在によるものとします。 

① 3歳児以上コース 
　（2歳7か月児～未就学児） 
　　9月15日・22日・29日、10月6日 （毎週金曜） 
② 1・2歳児コース 
　（1歳6か月児～2歳6か月児） 
　　10月13日・20日・27日、11月10日（毎週金曜） 
※都合により、コースの変更をお願いす
　る場合があります。 

時　間■10：00～11：30 
場　所■各コースとも岩上体育館（水口町） 
対　象■市内在住の未就学児とその保護者 
募集人員■各コース30組 
           　（定員を超えた場合は新規
　　　　　の方を優先の上、抽選) 
参加費■500円 
　　　　（開催日初日に徴収します） 
申込締切■8月27日（日）〈消印有効〉 
申込方法■往復はがきに下記のとおり、

必要事項を記入のうえ、
お申し込みください。 

※応募は、子ども1人につき1通までです。 
※託児はありません。原則として親子ペ
　アの参加をお願いします。 
※開催内容の詳細等については、下記ま
　でお問い合わせください。 
※９月４日（月）頃、申し込みの結果を通
　知します。 

親と子なかよしふれあい広場 
《秋シリーズ》参加者募集 

郵便はがき 

５２０-３３９３ 

甲賀市役所甲南庁舎 

教育委員会生涯学習課 

「ふれあい広場」係 

※何も書かないで 

　ください。 

　抽選結果を印刷 

　します。 

往信用表面 返信用裏面 

郵便はがき 
郵便番号 

ご住所 

お名前　　様 

（自分のあて先を記入） 

① 郵便番号 
② ご住所 

③ お名前（親） 
④ お名前・生年月（子） 
⑤ 電話番号 
⑥ 希望コース 

返信用表面 往信用裏面 

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

　大切な人を救うために応急手当を
学んでみませんか。この講習は心肺
蘇生法や止血法、一般の方も行なえ
るようになったＡＥＤを用いた除細
動（電気ショック）などの知識と技
術を身につけるものです。皆さんの
応急手当が尊い命を救います。多数
のご参加をお待ちしています。 

日　時■9月13日（水）13：30～16：30 

場　所■甲賀市交流促進センター 
　　　　（信楽町谷川会館） 
対　象■中学生以上の方 
定　員■35名 
受講料■無料 
募集期間■8月23日（水）～9月6日（水） 
申込方法■電話または直接信楽消防

署への来署のいずれかで
お申込みください。 

●問 ●申　甲賀広域行政組合　信楽消防署 
　　��82ー0119　��82ー3977

普通救命講習会受講生募集 

催　　し 

　子どもの森の自然館では、自然を
題材にした工作など体験コースを行
います。自然館の展示（特別展「動
物のからだ」を開催中）と共にぜひ
お楽しみください。 

森のフクロウ工作

　日　時■8月19日（土）　14：00～ 
　定　員■30名 
　材料費■150円 

木の実でかざろう 
　日　時■8月20日（日） 
　　　　　11：00～、14：00～ 
　定　員■各20名 
　材料費■200円 

羊の毛でつくろう 
　日　時■8月26日（土）　14：00～ 
　定　員■20名 
　材料費■100円 

おり紙のむし 
　日　時■8月27日（日） 
　　　　　11：00～、14：00～ 
　定　員■各20名 
　材料費■100円 

※参加申込は不要。開始１５分前から館内
　にて先着順受付。 
※「１１：００～、１４：００～」とあるのは、どち
　らも同じ内容です。 
※材料費以外に自然館入館料（大人２００円・
　小中学生１００円）が必要です。 

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

みなくち子どもの森 
「夏休みショートコース」 

　この大会は、地域を舞台にスポー
ツや文化活動等に取り組む県内の青
年たちが市町の代表として集まり、
活動の成果を発表したり競い合った
りする大会です。今年は、甲賀市と
湖南市を会場に開催されます。県内
の青年たちの活躍をぜひご覧ください。 

期　日■8月26日（土）～27日（日） 
場　所■●開会式　27日(日)　8：00～ 
　　　　　　　甲賀市民スタジアム 
　　　　●閉会式　27日(日)　18：00～ 
　　　　　　　甲西文化ホール 
開催種目■陸上競技、バレーボール、
バスケットボール、バドミントン、
軟式野球、卓球、柔道、剣道、ボウ
リング、フットサル、演劇、人形劇、
合唱、郷土芸能、美術展、生活文化展、
機関紙展、ポスター展、意見発表、
のど自慢 
※各種目の会場等、詳細については、
下記までお問い合わせください。 

●問  生涯学習課 
　　��86ー8022　��86ー8380

第55回　滋賀県青年大会 

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【9月の開催予定日】 

●県立水環境科学館　1日（金） 
・水環境学習 
※要申込。定員２０組。 
　応募者多数の場合は抽選になります。 
●信楽中央公民館　8日（金） 
・子育てに音楽を 
●信楽体育館　15日（金） 
・ミニ運動会 
●信楽公民館　22日（金） 
・おやつクッキング（おはぎ） 
●紫香楽宮跡　29日（金） 
・秋の七草を見つけに 
　　　（信楽高原鐡道乗車） 
対象：市内の未就学児とその保護者 

●問 　信楽中央公民館 
　　��82ー8075　��82ー2463

【9月の開催予定日】 

●ホッとスペース 
　　  4日（月）甲賀町佐山荘 
●あそぼう広場（毎週水曜日） 
　　とき■6日・13日・20日・27日 
　　場所■にんくる児童館 
対象：旧甲賀町の未就学児とその保護者 

●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》 

【9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） 
・親子ふれあい遊び 
●貴生川公民館　7日（木） 
・ビデオ映画会 
●岩上公民館　14日（木） 
・家庭教育ミニ講座 
●貴生川公民館　21日（木） 
・文化祭　秋の作品作り 
●柏木公民館　26日（火） 
・作ってあそぼう〈紙遊び〉 
●伴谷公民館　28日（木） 
・秋のおでかけウォーク・ラリー 
　集合：10：00 
対象：市内の未就学児とその保護者 
※今月の「家庭教育ミニ講座」は、「どう
　する？幼稚園・保育園」がテーマです。 
※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

　骨の観察をしながら，動物のから
だのしくみを考えてみましょう。 

日　時■9月10日（日）　9：00～12：00 
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　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■特になし 
参加費■一人200円（材料費） 
申込締切■9月8日（金） 
申込方法■参加する人全員の氏名・

年齢・住所・電話番号を
下記までご連絡ください。
ＦＡＸによる申し込みの
場合は、返信用の番号も

必ずご記入ください。 

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

みなくち子どもの森 
しぜん学習会「動物のからだ」 
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