
情報のまど 

　今年のテーマは「食育」です。５回
シリーズで、「食」にまつわるお話や、
「食物」の生産・輸送に関わる場所の
見学、身近な食材を使った「料理」・「伝
統食」作りなどを行います。 
　第１回は、食生活と健康について
わかりやすくお話をしていただきます。
「食」について関心のある方はぜひご
参加ください。 

日　時■7月26日（水） 
　　　　10：00～11：30（受付9：45～） 
場　所■甲南庁舎2階大会議室 
対　象■市内在住の方 
定　員■30名 
受講料■初回は無料です。ただし、講
　　　　座内容により、交通費や材
　　　　料費など実費をいただきます。 
申込締切■7月25日（火） 

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

鹿深家庭教育力向上セミナー 
受講生募集 

募　　集 

　身近な史料から古文書の基本的な
形態を学習していきます。興味のあ
る方はぜひご参加ください。 

日　時■第1回　8月19日（土） 
　　　　　　　 13：30～15：30 
毎月第３土曜日に開催予定です。（全５回） 

場　所■土山歴史民俗資料館会議室 
講　師■望月 保さん（甲賀市史編さん委員）
参加費■200円 
受講申込■下記まで電話かＦＡＸで
　　　　　お申し込みください。 
申込締切■8月10日（木）先着20名 

●問　土山歴史民俗資料館 
　　��66ー1056　��66ー1067

古文書講座受講者募集 

　今年で２０回目を迎える「あいの土
山マラソン」今年も楽しい企画盛り
だくさんで開催します。 
　地元ランナーのご参加をお待ちし
ています。 

日　時■11月5日（日）　雨天決行 
コース■日本陸連公認 
　　　　あいの土山マラソンコース 
種　目■ 
　マラソンの部・ハーフマラソンの
　部（いずれも、登録男女・一般男女） 
制限時間■ 
　　　マラソンの部　　　　5時間 
　　　ハーフマラソンの部　3時間 
７月中旬から受付を開始します。 

●問●申　土山体育館内大会事務局 
　　��66ー0091　��66ー1091

２００６あいの土山マラソン 

　平成１９年１月に開催を予定してい
る成人式の企画・運営などを行う実
行委員を募集します。 
　思い出に残る成人式を企画してみ
ませんか？ 

募集対象■昭和61年4月2日から昭和
　　　　　62年4月1日生まれの市内
　　　　　在住の方で、月1～2回程
　　　　　度行う実行委員会および
　　　　　リハーサル・成人式当日
　　　　　に出席できる方 
募集人数■15名程度 
募集締切■8月10日（木） 

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

平成19年（2007年） 

成人式実行委員募集 

　卸売市場の役割や野菜・果物・魚
の流通の仕組みなどを理解していた
だくことを目的に下記のとおり開催
します。 

日　時■8月5日（土）午前5：00～6：50 
場　所■大津市公設地方卸売市場 
　　　　（大津市瀬田大江町59番地
　　　　　の1）駐車場有り 
対象者■小学生とその保護者 
　　　　先着30組 
参加費■無料 

申込方法■7月18日（火）～　9：00～17：00 
　　　　　電話、FAX、来所により受付 
内　容■ 
　●青果及び水産物のセリ売の様子と
　　市場施設見学 
　●卸売市場の概要説明 
　●野菜、果物、魚の学習（試食・クイズ） 

●問 ●申　大津市公設地方卸売市場 
　　管理事務所 流通係  担当 雨森 
　　��077ー543ー8000 
　　��077ー543ー8008

夏休み早朝市場見学会開催 

　そろそろ畑のシャク（夕顔の実）
が大きく生育します。昔なつかしい
かんぴょうむきとかんぴょう干し。
そして、かんぴょうタグリをして、
かんぴょうの束を作ってみませんか。 

日　時■①かんぴょうむきとかんぴょう干し 
　　　　7月26日(水) 10：00～11：00 
　　　　②かんぴょうタグリ 
　　　　7月28日(金) 10：00～11：00 
場　所■甲南ふれあいの館 
定　員■20名（先着順） 
受講料■200円 

※受講を希望される方は下記までお
　申し込み下さい。 

●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 
かんぴょう作り 

7月22日（土）「星雲・星団をみよう」 

　夏といえば天の川。はくちょう座
やわし座、いて座、さそり座などと
重なるように空にかかっています。
天の川は銀河系の中心の方向にあた
るため、この付近では数多くの散開
星団、散光星雲を観ることができます。 
　また、周辺には球状星団もあり、
目移りするほど多くの天体を楽しめ
ます。ギッシリつまった星の集まり
を覗いてみましょう。（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 

「心静かに花との対話の場」を提供
します。 

活動日■毎月第2、4木曜日 
場　所■泉教育集会所 
時　間■19：30～21：30 
受講料■無料　但し、材料代は個人負

担となります。 

●問 ●申 泉教育集会所 ��/��62-7051

生 け 花 教 室  

教　　室 

もちづき たもつ 

催　　し 
　今回の連続セミナーは、女性と子ども
の人権、同和問題、ハンセン病について
の講演です。人権問題を自分自身の問
題として捉え、正しい知識をもって行動
していくための自己啓発の機会として、
ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時内容■ 
第4回　7月25日(火)  19：30～21：00 
　　「こころの悲鳴に耳をすまして」 
　　　～気付いてください 
　　　　これがＤＶ・児童虐待です～ 
　　講師：宇野　勝美さん 
第5回　8月3日(木)　19：30～21：00 
　　「私たちのもつ深層心理について」 
　　講師：高木　和久さん 
第6回　9月2日(土)　10：00～12：00 
　　「ハンセン病とわたし 
　　　　－人間として生きる－」 
　　　　　　　（ビデオと講演） 
　　講師：石田　雅男さん 

場　所■第4・5回：信楽開発センター
　　　　第6回：信楽陶芸の森 
　　　　　　　　信楽ホール 
参加費■無料 
※第６回は送迎用に土山、甲賀、水口、
甲南支所から福祉バスを運行しま
すのでご利用ください。 

※手話通訳あり 
●問 　人権教育課 
　　��86ー8024　��86ー8380 
　　信楽中央公民館 
　　��82ー8075　��82ー2463

人権教育連続セミナーの 
ご案内 

うの　　 まさみ 

たかぎ　　かずひさ 

いしだ　　まさお 

　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。日程と内容および各日の
時間、定員、材料費は以下のとおりです。 

折り紙の動物 

　日　時■7月22日（土）　 
　　　　　11：00～、14：00～の2回 
　定　員■20名 
　材料費■100円 

チョウチョの壁掛け 

　日　時■7月23日（日）　14：00～ 
　定　員■30名 
　材料費■200円 

花の色をハガキにうつそう 

　日　時■7月29日（土）　14：00～ 
　定　員■30名 
　材料費■100円 

クマのマグネット工作 

　日　時■7月30日（日）　14：00～ 
　定　員■30名 
　材料費■200円 

※参加申込は不要。開始１５分前から
　館内にて先着順受付。 
※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」 

　大相撲三保ヶ関部屋（親方＝元大
関増位山）が、水口で合宿を行います。
おすもうさんとふれあってみませんか。

　 朝稽古 
日　時■8月1日（火）～8月8日（火） 
　　　　7：00～9：00 
稽古場所■綾野小学校相撲場 
※無料ですので、自由に応援に来て
　ください。　差入れ大歓迎！ 

　 ふれあいイベント 
●朝稽古後　●福祉施設訪問 
●子どもサミットへの参加 
●小中学生、園児、スポーツ少年団
　とのふれあいなど 

　 激励パーティ（チケット制） 
日　時■7月31日（月）　19：30～ 
場　所■水口社会福祉センター 
参加費■10，000円 

●問  大相撲ふれあい水口合宿実行委員会 
　　（商工観光課） 
　　��65ー0708　��63ー4087

大相撲ふれあい水口合宿 

　《開催時間　午前10：00～12：00》 

【8月の開催予定日】 

●信楽陶芸村　4日（金） 
・粘土を使って作品作り 
※参加申込みが必要です。 
●宮尻の川　11日（金） 
・川あそび 
●信楽中央公民館　18日（金） 
・子育てトーク 
●小川のトマトハウス  25日（金） 
・トマトについての学習 
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

【8月の開催予定日】 

●ホッとスペース 
　　  7日（月）甲賀町佐山荘 
　　21日（月）上野教育集会所 
●あそぼう広場（毎週水曜日） 
　　とき■2日・9日・23日・30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》 

【8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 

●岩上公民館　10日（木） 
・音を楽しもう「音遊び」 
●柏木公民館　22日（火） 
●伴谷公民館　24日（木） 
対象：市内の未就学児とその保護者 

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

●おでかけサロン　4日（金） 
　～参加者募集　夏の美術館体験～ 
　ミホ・ミュージアム（信楽町） 
集合場所■甲南庁舎 
※ご希望の方は、往復ハガキに必要事項（住所、
　氏名〈親子とも〉、子どもの年齢、電話番号）
　を記入の上、下記までお申込みください。 

　〒520－3393　甲南町野田810番地 
　　　甲賀市教育委員会生涯学習課 
　　　おでかけサロン　係あて 

申込締切■7／22（土）消印有効 
※参加費は無料です。 
※応募多数の場合は抽選になる場合も
　あります。締切り後、連絡をします。 

●水口中央公民館　1日（火） 
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